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第１章 情報公開請求の状況 

 
１ ２０１６年度の経過 

２０１６年度の請求の特徴としては、リニア中央新幹線に関する文書、神奈川県立津久井や

まゆり園における障がい者殺傷事件についての文書の請求のほか、町田市５ヵ年計画に基づく

建設又は改修を行う建物に関する文書等の公開請求が行われました。 

１年間の請求件数は８６件でした。その内訳及び決定の状況は以下のとおりです。 

 

（１） ２０１６年度実施機関別情報公開請求件数 

 

実 施 機 関 主 管 部 課 件 数 小 計 

市 長 

政 策 経 営 部 
企 画 政 策 課 ２ 

６３ 

広 報 課 １ 

総 務 部 

職 員 課 １ 

市 政 情 報 課 １ 

工 事 品 質 課 １ 

財 務 部 

管 財 課 １ 

営 繕 課 １ 

契 約 課 １ 

資 産 税 課 ２ 

市 民 部 
市民協働推進課 ４ 

防 災 安 全 課 １ 

文化スポーツ振興部 
文 化 振 興 課 ３ 

スポーツ振興課 １ 

地 域 福 祉 部 
生 活 援 護 課 １ 

障 が い 福 祉 課 ２ 

いきいき生活部 

いきいき総務課 １ 

保 険 年 金 課 ２ 

高 齢 者 福 祉 課 ２ 

保 健 所 生 活 衛 生 課 １ 

子 ど も 生 活 部 

子 ど も 総 務 課 ２ 

児 童 青 少 年 課 ３ 

保育・幼稚園課 １ 

大 地 沢 青 少 年 

セ ン タ ー 
１ 

経 済 観 光 部 

産 業 観 光 課 ３ 

農 業 振 興 課 ２ 

北部丘陵整備課 １ 
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環 境 資 源 部 

環 境 政 策 課 ２ 

環 境 保 全 課 ２ 

資 源 循 環 課 １ 

建 設 部 
道 路 管 理 課 １ 

道 路 整 備 課 １ 

都 市 づ く り 部 

都 市 政 策 課 １ 

土地利用調整課 ３ 

地区街づくり課 １ 

住 宅 課 ２ 

建築開発審査課 １ 

公 園 緑 地 課 ３ 

下 水 道 部 
下 水 道 管 理 課 １ 

水再生センター ２ 

教 育 委 員 会 

学 校 教 育 部 

施 設 課 １ 

６ 

保 健 給 食 課 １ 

教 育 セ ン タ ー １ 

生 涯 学 習 部 

生涯学習総務課 １ 

生 涯 学 習 

セ ン タ ー 
１ 

図 書 館 １ 

選 挙 管 理 委 員 会 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 １ １ 

監 査 委 員 監   査   事   務   局 ２ ２ 

農 業 委 員 会   ０ ０ 

固定資産評価審査委員会   ０ ０ 

病 院 事 業 管 理 者 市民病院事務部 
総 務 課 １ 

２ 
施 設 用 度 課 １ 

議 会 議   会   事   務   局 １２ １２ 

合 計   ８６ ８６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 5 

（２）請求者区分別請求件数 

請求者区分 
市内に住所を有

する個人 

市内に事務所
または事業所
を有する法人
その他の団体 

市外に住所を
有する個人 

市外に事務所
または事業所
を有する法人
その他の団体 

合計 

請求者数 １３人 ４人 ４人 ７人 ２８人 

請求件数 ４１件 １８件 １０件 １７件 ８６件 

※１人当たりの請求件数約３.１件、１人最大請求件数２７件(市内に住所を有する個人) 

 

 

 

（３）請求に対する決定区分別件数 

決  定  区  分 

合計 
公 開 部分公開 非公開 不存在 

存否応答 

拒否 

４４件 ３８件 ７件 ２１件 ０件 １１０件 
※１件の請求に対して複数の決定があるため、請求件数の合計と決定件数の合計は一致しません。 

 

 

 

（４）非公開(部分公開を含む)情報の適用除外事項別内訳 

適  用  除  外  事  項 

合計 １号 
個人情報 

２号 
法人情報 

３号 
意思決定 
過程情報 

４号 
行政執行 
情報 

５号 
公共の安全
維持情報 

６号 
法令秘情報 

２７件 １９件 ５件 １２件 ８件 ０件 ７１件 

※１件の非公開(部分公開)決定に複数の適用除外事項が該当する場合があります。 

 

      

      

      
      

適用除外事項 

情報公開制度では、実施機関の保有している公文書はすべて公開が原則となりま

すが、情報公開条例第５条第１項では、その例外として、公開しないことができる

情報の範囲(適用除外事項)を次の６項目と定めています。 

 

１号 個人情報 → 個人に関する情報 

２号 法人情報 → 企業等の法人に関する情報 

３号 意思決定過程情報 → 行政上の意思が最終決定されていない情報 

４号 行政執行情報 → 行政の事務・事業の運営に関する情報 

５号 公共の安全維持情報 → 人の生命、財産等の保護に関する情報 

６号 法令秘情報 → 法令上の秘密にあたる情報 
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２ ２０１６年度情報公開請求・決定の内容 

 

                                 表 記 内 容 の 説 明 

整理番号 請求年月日 ……………………………………………………………………（主管部課名） 

■請求内容 ・・・・・・・・ 

 決定年月日 決定内容 

 ・対象公文書の件名 ・・・・・・・・ 

理由：（部分公開、非公開、不存在、存否応答拒否、決定延期の理由） ・・・・・・・・ 

※備考・・・・・・・・ 

 

 

2016-１ 2016年４月４日 …………………………………………………（選挙管理委員会事務局） 

■○○○○市議の最新の選挙運動費用収支報告書 

2016 年４月８日 部分公開決定 

 ・平成 26年２月 23日執行 町田市議会議員選挙  

○○○○市議会議員 選挙運動費用収支報告書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別されうるものであるた

め。 

   ・事務担当者の氏名・電話番号、寄附者の氏名・住所、車上運動員の住所・氏名、出納責

任者の住所・氏名・印影 

 

2016-２ 2016年４月 13日 ………………………………………………（環境資源部資源循環課） 

■2015 年 12 月 11 日に環境資源部資源循環課が契約した「リレーセンターみなみ施設運営管理業

務委託」に関する起案書及び公募型プロポーザルに伴う契約候補者の提案書 

 2016 年４月 20日 部分公開決定 

 ・リレーセンターみなみ施設運営管理業務委託プロポーザル契約に係る提案書について（収受） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「印影」部分は、法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流

通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開すると

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであるため。 

・従業員の印影・従業員の携帯電話番号 

 

2016-３ 2016年５月２日…………………………………………………………………（議会事務局） 

■早稲田大学マニフェスト研究所が行った「議会改革度調査」（2015年度）に回答した、回答書 

上記の回答に関連する全ての資料 

2016 年５月 16日 決定延期 

理由：対象公文書の精査、検討に時間を要するため。 

2016 年６月３日 公開決定 

 

マニフェスト 

設問 
公文書名 備考 

1 
 

議会改革度調査 2015（早稲田大学マ

ニフェスト研究所）の回答について  

2 
 

議会改革度調査 2015ご協力のお願い 
 

3 7 議会の概要 平成 28年度 
P４ ２.議会の構成等（１）議員定

数（3）年代別、期数別構成 
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P６（８）政務活動費 

P６（10）議会事務局組織 

4 10 議会の概要平成 27年度 
P８（11）議会関係予算（平成 27年

度当初予算） 

5 15 会議録の署名について 15町市議 第 256 号 

6 23 市政モニターアンケート結果速報値 
 

7 23 
平成 27年度第 1回東京都市議会議長

会議会報研究会レジュメ  

8 25 町田市議会ホームページ ログ集計 
 

9 27 2015 年度傍聴者数 
 

10 34 
平成 27年（2015年）第２回定例会請

願一覧表（案） 
議会運営委員会の資料 

11 34 
平成 27年（2015年）第３回定例会請

願一覧表（案） 
議会運営委員会の資料 

12 34 
平成 27年（2015年）第４回定例会請

願一覧表（案） 
議会運営委員会の資料 

13 34 
平成 28年（2016年）第１回定例会請

願一覧表（案） 
議会運営委員会の資料 

14 35 市政モニターアンケート結果速報値 
 

15 36 
社会科見学等本会議場見学・模擬議

会体験参加者一覧  

16 38・39 平成 27年度の懇談会実施状況 
 

17 38・39 
町田市社会福祉法人施設等連絡会と

の懇談会の開催について 
15町市議 第 96号 

18 38・39 懇談会の開催について 15町市議 第 369 号 

19 38・39 
町田市障がい者福祉懇談会との懇談

会の開催について 
15町市議 第 330 号 

20 47・48 
第 15期町田市議会改革調査特別委員

会の設置に関する動議  

21 55 
議員提出議案第 19号 町田市市税条

例の一部を改正する条例 
議会運営委員会の資料 

22 65 
平成 26年度決算特別委員会議案審査

報告書  

23 68 
大規模災害時の議会の対応について

（内規）  

24 72・74・76 議会図書室だより〈平成 26年８月版〉 P17、18議会関係情報 第２号 

25 72・74・76 議会図書室だより〈平成 27年９月版〉 P16 議会関係情報 第 15号 

26 72・74・76 議会図書室だより〈平成 28年３月版〉 P14、15議会関係情報 第 21号 

27 72・74・76 図書館貸出サービスのご案内 
 

28 72・74・76 市議会議員専用レファレンス申込書 
 

29 74 
町田市議会図書室管理規程の一部を

改正する規程  

 

2016-４ 2016年５月 13日 …………………………………………………………（財務部営繕課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 
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2016 年６月 28日 部分公開決定 

・町田市施設中期修繕計画 2015年度版 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○公開することにより、今後発注する工事等の予定価格の類推を可能にする等の弊害が考

えられることから、市の事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施

を著しく困難にすると認められるため。 

・予定工事費及び概算費 

 

2016-５ 2016年５月 16日 ……………………………………………………（生涯学習部図書館） 

■５.15に町田市立図書館あてと図書利用リクエストを実施。担当者いわく、図書購入費につき要望

の受付は厳しいことがあるとのこと事情はよく理解できますが、今回雑誌の購読をお願いしたの

は「日経ヴェリタス」です。他の図書館も調べたら最も基本的な資料で引き続き収集すると記載。

不採用の場合にはこれまでの既存購読雑誌含めた継続の是非の判断をどのようになされたのかに

ついての検討過程。 

2016 年５月 30日 公開決定 

・雑誌担当者会議議事録（2016年１月 22 日開催） 

   継続購入雑誌一覧   2016 年４月現在 町田市立図書館購入新聞一覧  

 ・（仮称）町田市立中央図書館建設計画書 第二部 収集方針 

  雑誌・新聞等収集方針  

 

2016-６ 2016年５月 20日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■成瀬台二丁目自治会に係る 2015年度町内会・自治会活動の報告兼 2016年度活動届 

2016 年６月１日 部分公開決定 

 ・2015年度町内会・自治会活動の報告兼 2016 年度活動届（成瀬台二丁目自治会） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

    ・会員の氏名・印影・住所・生年月日・電話番号・E-mail 

 

2016-７ 2016年５月 27日 ………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■さくらんぼホールに関する協定書 

2016 年６月３日 部分公開決定 

 ・「玉川学園さくらんぼホール」に関する協定書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

    ・代表者の氏名・住所・印影 

 

2016-８ 2016年６月８日 ………………………………………………………………（議会事務局） 

■早稲田大学マニフェスト研究所による「議会改革度調査 2015」アンケート回答について 

 №14 議会の議事録公開状況について 

 ・規則はあるのか 

 ・議会運営委員会の議事録の公開状況  ホームページ上 議事録 中継 

 ・2013年 2014年 2015年の議会運営委員会の開催日時 

  ・議会運営委員会の全ての議事録を議会事務局で公開しているとのことだが、市民に公表・発布

したのはいつか。その根拠 

№17 議会の映像（動画）の公開状況 

・議会運営委員会生放送（インターネット）の実態 

 2013年 2014年 2015年の議会運営委員会の放映状況 

№20 視察報告公開状況 

・町田市議会改革（活性化）の取り組み（2015年 10月 15日改定）によると、７）行政視察において全委 
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員が報告文を作成とある。 

 2013年 2014年 2015年に行った議員の視察報告文全て 

№23 ここで回答している有識者や専門家とは 

№37から 43 議会報告会について 

・いつ  どのような手段で、市民にお知らせしたのか 

№48 第 15期 議会改革調査特別委員会が作成した実行計画全て 

№60 「議員間の自由討議」「反問権」「一問一答方式」を採用しているという法的根拠 

№78 議会図書室の規則の改定をしたのはいつか 

    発布したのはいつ、どのような手段でしたのか 

2016 年６月 22日 公開決定 

 

マニフェスト 

設問 
公文書名 備考 

1 20 行政視察について（報告） 
平成 25年度～平成 27年度 

総務常任委員会 

2 20 行政視察について（報告） 
平成 25年度～平成 27年度 

健康福祉常任委員会 

3 20 行政視察について（報告） 
平成 25年度～平成 27年度 

文教社会常任委員会 

4 20 行政視察について（報告） 
平成 25年度～平成 27年度 

建設常任委員会 

5 20 行政視察について（報告） 
平成 25年度～平成 27年度 

議会運営委員会 

6 23 講師紹介 
 

7 48 
第 15 期町田市議会改革調査特別委員会の

設置に関する動議  

8 74 
（1）町田市議会図書室管理規程について

（一部改正）  

9 74 
（2）町田市議会図書室管理規程について

（公表）  

2016 年６月 22日 不存在決定 

・早稲田大学マニフェスト研究所による「議会改革度調査 2015」アンケート回答について 

 №60 「反問権」「一問一答方式」を採用しているという法的根拠 

理由：「反問権」「一問一答方式」を採用しているという法的根拠は存在しないため。 

 

2016-９ 2016年６月 14日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■2016年６月 13日 町田市議会本会議中の、議員全員に配布された「タブレット」の交信記録。 

インターネットに精通していらっしゃると思われる議員（各会派一名）のもの。 

保守連合 吉田 勉 氏   共産党 池川 友一 氏   公明党 川畑 一隆 氏 

自民党 熊沢 あやり 氏   （民主）まちだ市民クラブ わたべ 真実 氏 

2016 年６月 22日 不存在決定 

理由：2016 年６月 14日現在、インターネットへのアクセス記録を取得していないため。 

 

2016-10 2016年５月 13日 ……………………………………（文化スポーツ振興部文化振興課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年６月 28日 公開決定 

・（仮称）町田市立国際工芸美術館基本設計業務委託基本設計図書 



第 1章 情報公開請求の状況 

 10 

2016-11 2016年５月 13日 ………………………………………（いきいき生活部高齢者福祉課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月１日 部分公開決定 

・ふれあい桜館空気調和設備改修工事設計業務委託契約書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「印影」部分は、法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流

通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開すると

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

 

2016-12 2016年５月 13日 …………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年６月 30日 公開決定 

・学童保育質の向上５ヵ年計画 

 

2016-13 2016年５月 13日 ………………………………………………（経済観光部産業観光課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月６日 部分公開決定 

・町田ターミナルプラザ・ターミナル棟 修繕計画（案） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

○町田ターミナルプラザを共同所有する法人との間における意思決定が未了の事項であっ

て、公開することにより公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるた

め。 

・工事費用の金額 

 

2016-14 2016年５月 13日 ………………………………………………（経済観光部農業振興課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年６月 23日 公開決定 

・町田薬師池公園四季彩の杜ゲートハウス・農業体験エリア等基本計画（アグリパーク基本計画）

業務成果報告書 

 

2016-15 2016年５月 13日 …………………………………………………（都市づくり部住宅課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月 12日 公開決定 



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 11 

・町田市営住宅等長寿命化計画策定業務報告書 

・町田市営住宅修繕費平準化計画 

 

2016-16 2016年５月 13日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月４日 公開決定 

・町田薬師池公園四季彩の杜北園基本計画 

2016 年７月５日 部分公開決定 

・三輪緑地ビジターセンター改修基本計画 報告書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○公開することにより、今後締結する工事契約の予定価格の類推を可能にする等の弊害が

考えられることから、市の事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実

施を著しく困難にすると認められるため。 

・６ 概算工事費の単価及び金額 

   ◆資料編 

    １ 概算工事費内訳書 

    ２ 概算工事費数量計算書 

    ３ エレベーター設備概算（見積書） 

    ４ エレベーター設備維持管理費（見積書） 

 

2016-17 2016年５月 13日 ……………………………………………（下水道部水再生センター） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月４日 部分公開決定 

・町田市下水道総合地震対策計画（第Ⅱ期） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

○町田市と国土交通省との間における意思決定が未了の事項であって、公開することによ

り公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるため。 

・概算事業費 

 

2016-18 （欠番） 

 

2016-19 2016年５月 13日 …………………………………………（市民病院事務部施設用度課） 

■町田市における今後 10年間の建物（公共施設）の建設、改修の計画がわかる文書 

2016 年５月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月１日 公開決定 

・町田市民病院 建物調査及び建物中期維持保全計画書作成業務委託建物調査診断報告書（平成

23 年３月 ㈱鴻池組） 

 

2016-20 2016年６月 16日 ……………………………………………………（総務部市政情報課） 

■平成 26 年度～27 年度における（株）帝国データーバンクが契約納品した案件の案件名、金額、

担当部署、競争入札、随意契約等（企業の信用調査・企業誘致・各種市場調査・データーベース
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商品・印刷物等） 

2016 年６月 20日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年７月 15日 不存在決定 

理由：いずれの部署においても、該当する契約締結実績がなかったため。 
 

2016-21 2016年６月 17日 ………………………………………（都市づくり部土地利用調整課） 

■戸籍法施行規則第３条、地方自治法第 260条にも当然の前提として記載があります、町田市長が

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】 

2016 年６月 24日 公開決定 

・町字界データ 

  町字界_20140721実施後.dbf 

   町字界_20140721実施後.shp 

   町字界_20140721実施後.shx 

 ※ファイル名が「町字界」となっていますが、字界、字名のデータはありません。 

 

2016-22 2016年６月 21日 ………………………………………（都市づくり部土地利用調整課） 

■町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の標識設置届（第２号様式）

の表面（期間は平成 28年６月１日～６月 21日） 

2016 年６月 30日 部分公開決定 

１ 標識設置届 2016年６月 14日受付 16町都土紛第 16 号 

２ 標識設置届 2016年６月 14日受付 16町都土紛第 17 号 

３ 標識設置届 2016年６月 20日受付 16町都土紛第 18 号 

４ 標識設置届 2016年６月 20日受付 16町都土紛第 19 号 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○公開することにより印鑑偽造等不正使用されるおそれがあるなど、人の財産の保護に著

しい支障が生じると認められるため。 

・１・２・３のうち、建築主（個人）の印影 

・２のうち、市職員の印影 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人生活に関する情報であり、公開することにより、個人のプライバシーを侵害する恐

れがあるため。また、当該個人が公開することに同意していると認められないため。 

    ・１・２のうち、建築主（個人）の電話番号 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○公開することにより印鑑偽造等不正使用されるおそれがあるなど、法人の事業運営上の

地位が著しく損なわれると認められるため。 

    ・４のうち、建築主（法人）の印影 

 

2016-23 2016年６月 24日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■早稲田大学マニフェスト研究所の「議会改革度調査 2015」の回答について 

 №20 視察報告の公開状況 

・インターネットで公開の根拠 

№34 参考人招致 

・８人の参考人の氏名、肩書き、専門領域 

2016 年７月５日 公開決定 

 

マニフェスト 

設問 
公文書名 備考 
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1 20 
議会文書管理システム（町田市議会サイト）議会だより（分割

版編集）  

2 34 建設常任委員会記録 平成 27 年（2015年）6月 15日 
 

3 34 健康福祉常任委員会記録 平成 27年（2015 年）9月 9 日 
 

4 34 文教社会常任委員会記録 平成 27年（2015 年）12月 11日 
 

5 34 健康福祉常任委員会記録 平成 27年（2015 年）12月 14日 
 

6 34 文教社会常任委員会記録 平成 28年（2016 年）3月 16 日 
 

 

2016-24 2016年７月８日 ……………………………………………（いきいき生活部保険年金課） 

■平成 28 年度国民健康保険における診療報酬明細書点検業務及び柔道整復師療養費支給申請書点

検業務 

①入札説明書・仕様書 

②入札（見積合せ）参加業者及び各業者の応札金額 

③契約書及び契約金額 

2016 年７月 20日 公開決定 

・「平成 28年度診療報酬明細書等点検業務に間する委託契約」契約書 

・「平成 28年度診療報酬明細書等点検業務に間する委託契約」仕様書 

・「平成 28年度診療報酬明細書等点検業務に間する委託契約」契約原議書 

・「平成 28年度国民健康保険療養費等の審査及び支払代行事務に関する委託契約」契約書 

・「平成 28年度国民健康保険療養費等の審査及び支払代行事務に関する委託契約」契約原議書 

2016 年７月 20日 不存在決定 

・入札説明書 

・入札（見積合せ）参加業者及び各業者の応札金額 

理由：「平成 28年度診療報酬明細書等点検業務に間する委託契約」及び「平成 28年度国民健康

保険療養費等の審査及び支払代行事務に関する委託契約」については、特命随意契約によ

り契約を締結しているため入札関係書類は存在いたしません。 

 

2016-25 2016年７月 11日 ………………………………………………………（財務部資産税課） 

■町田市全域における、平成 28 年１月１日現在の土地(家屋もあれば家屋も)の現況図で、「地番

等異動修正業務委託契約」や「GIS整備業務委託契約」「地籍調査」等に基づく成果品としての、

地番(家屋)図の「異動修正済みデータ」の複製物。 

又はこれに替わる「地番、筆界、字名、字界、座標等が分かる現況図データ」の複製物。 

2016 年７月 21日 公開決定 

・電子地番図（町田市全域における、平成 28 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。） 

2016 年７月 21日 不存在決定 

・家屋現況図（平成 28年１月１日現在の家屋図の異動修正済みデータの複製物） 

理由：未作成のため。 

 

2016-26 2016年７月 13日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託（平成 26年７月 30日発注、平成 27年３月 11日完成） 

薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託（平成 23年８月 10日発注、平成 24年３月 22日完成） 

上記２件の業務委託に関する、１）設計書、２)仕様書、３）設計積算根拠書類、４）契約伺い

書、７）成果品（目次のみ）、８）その他上記に関連する文書 

2016 年７月 26日 公開決定 

・契約伺書（委託）「芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託」 

〔１）設計書、２)仕様書、３）設計積算根拠書類、４）契約伺い書〕 

・芹ヶ谷公園再整備基本計画（素案）報告書 目次 

〔７）成果品（目次のみ）〕 
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・契約伺書（委託）「薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託」 

〔１）設計書、２)仕様書、３）設計積算根拠書類、４）契約伺い書〕 

・薬師池公園周辺地区基本構想作成業務 目次 

〔７）成果品（目次のみ）〕 

2016 年７月 26日 部分公開決定 

・芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託に関する以下の文書 

１．業務委託着手届 

２．業務責任者通知書 

３．業務委託完了届 

４．業務委託検査願 

５．作業計画書 

〔８）その他上記に関連する文書〕 

・薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託に関する以下の文書 

１．業務委託着手届 

２．業務責任者及び照査技術者通知書 

３．薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託 作業計画書 

４．業務委託完了届 

５．業務委託検査願 

〔８）その他上記に関連する文書〕 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報で、特定個人が識別され、または識別されうるため。 

  ：（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することに

よって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、法人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 

  ：（３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○個人が使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによって、印鑑偽

造等により不正使用される恐れがあり、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認め

られるため。 

公文書の内訳 公開しない部分 公開しな

い理由 

芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託   

 １．業務委託着手届 受託者の印影 （２） 

担当職員の印影 （３） 

 ２．業務責任者通知書 受託者の印影 （２） 

業務責任者氏名 （１） 

有資格交付番号 （１） 

  経歴書 受託者の印影 （２） 

氏名、生年月日、住所、学歴、

資格番号、自筆署名及び印影 

（１） 

  合格証（２枚） 受託者の印影 （２） 

番号、氏名、生年月日 （１） 

  １級技術検定合格者証明書 受託者の印影 （２） 

番号、本籍、氏名、生年月日 （１） 

 ３．業務委託完了届 受託者の印影 （２） 

担当職員の印影 （３） 

 ４．業務委託検査願 受託者の印影 （２） 

担当職員の印影 （３） 
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  工程表（２枚） 受託者の印影 （２） 

 ５．作業計画書 受託者の印影 （２） 

業務責任者氏名 （１） 

  業務実施体制 業務責任者氏名 （１） 

担当者氏名 （１） 

  「芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託」

情報管理に関する規定 

受託者の印影 （２） 

業務責任者氏名 （１） 

薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託   

 １．業務委託着手届 受託者の印影 （２） 

 監督員又は担当職員の印影 （３） 

  工程表 受託者の印影 （２） 

 ２．業務責任者及び照査技術者通知書 受託者の印影 （２） 

 業務責任者氏名 （１） 

 照査技術者氏名 （１） 

 有資格交付番号 （１） 

  経歴書（業務責任者） 住所、氏名、生年月日、学歴、

職歴のうち職業に関する部分、

資格番号 

（１） 

  技術士登録証 氏名、生年月日、登録年月日、

登録番号 

（１） 

  技術士登録証明書 氏名、生年月日、登録年月日、

登録番号 

（１） 

  シビルコンサルティングマネージャー登録

証 

氏名、生年月日、登録年月日、

登録番号 

（１） 

  １級技術検定合格者証明書 番号、本籍、氏名、生年月日 （１） 

  測量士登録通知書 氏名、登録番号、登録年月日 （１） 

  経歴書（照査技術者） 住所、氏名、生年月日、学歴、

職歴のうち職業に関する部分、

資格番号 

（１） 

  技術士登録証 氏名、生年月日、登録年月日、

登録番号 

（１） 

  技術士登録証明書 氏名、生年月日、登録年月日、

登録番号 

（１） 

  シビルコンサルティングマネージャー登録

証 

氏名、生年月日、登録年月日、

登録番号 

（１） 

  １級技術検定合格者証明書 番号、本籍、氏名、生年月日 （１） 

 ３．薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委

託 作業計画書 

  

  業務遂行組織 管理技術者氏名 （１） 

  照査技術者氏名 （１） 

  社内技術担当者氏名 （１） 

  管理体制 管理技術者氏名 （１） 

  社内技術担当者氏名 （１） 

 ４．業務委託完了届 受託者の印影 （２） 

 監督員又は担当職員の印影 （３） 

  工程表 受託者の印影 （２） 

 ５．業務委託検査願 受託者の印影 （２） 

 監督員又は担当職員の印影 （３） 
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2016-27 2016年７月 13日 …………………………………………………………（財務部契約課） 

■芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託（平成 26年７月 30日発注、平成 27年３月 11日完成） 

薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託（平成 23年８月 10日発注、平成 24年３月 22日完成） 

上記２件の業務委託に関する、５）入札結果表、６）業務委託契約書 

2016年７月26日 公開決定 

・入札見積経過調書「芹ヶ谷公園周辺基本構想作成業務委託」 

・入札見積経過調書「薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託」 

〔５）入札結果表〕 

2016 年７月 26日 部分公開決定 

・業務委託契約書「芹ヶ谷公園周辺基本構想策定業務委託」 

・業務委託契約書「薬師池公園周辺地区基本構想作成業務委託」 

〔６）業務委託契約書〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○印影部分は、法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流

通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、法人等の財産の保

護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・法人の印影 

 

2016-28 2016年７月 19日 ………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016年10月５日 公開決定 

公文書の件名 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書に関する環境保全の見地からの意見について（送付） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に対する意見の提出について  

リニア中央新幹線対策会議（第１回）議事要旨について 

広報掲載について（依頼）【中央新幹線計画の説明会（ＪＲ東海主催）】 

【情報提供】JR 東海主催「リニア中央新幹線計画説明会」開催について 

リニア中央新幹線計画に関する説明会開催のホームページ掲載について 

2013年度リニア中央新幹線対策会議（第１回）の開催について（通知） 

2013年度リニア中央新幹線対策会議（第１回）議事概要の送付について（通知） 

鶴川市民センターの施設借用について（依頼） 

小山市民センターの施設借用について（依頼） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）に関する協力依頼について（回答） 

リニア中央新幹線計画に関する説明会開催のホームページ編集について 

広報掲載について（依頼）【中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書（東京都）縦覧・説明会

（ＪＲ東海主催）】 

リサイクル文化センターの施設借用について（依頼） 

リニア中央新幹線の整備に伴う環境影響評価準備書の公告、縦覧期間及び説明会の開催について（情報提供） 

リニア中央新幹線環境影響評価準備書の縦覧及び説明会のホームページ掲載について 

リニア中央新幹線 環境影響評価準備書に関するプレス発表について（情報提供） 

2013年度リニア中央新幹線対策会議（第２回）の開催について（通知） 

町田リサイクル文化センター内の施設借用について（承諾） 

リニア中央新幹線環境影響評価準備書の縦覧及び説明会のホームページ更新について 

2013年度リニア中央新幹線対策会議（第２回）議事概要の送付について（通知） 

リニア中央新幹線環境影響評価準備書の縦覧及び説明会のホームページ更新について 

リニア中央新幹線環境影響評価準備書の縦覧及び説明会のホームページ掲載終了について 

「リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）に関する環境影響評価準備書に対する意見・見解書についてのお
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知らせ」のホームページ掲載について 

広報掲載について（依頼）【中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書に係る都民の意見を聴く

会の公述人募集】 

2013年度リニア中央新幹線対策会議（第３回）の開催について（通知） 

広報掲載について（依頼）【中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書に係る都民の意見を聴く

会】 

「リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書に係る都民の意見を聴く会が開催されます」

のホームページ掲載について 

2013年度リニア中央新幹線対策会議（第３回）議事概要の送付について（通知） 

「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価準備書に関する都民の意見を聴く会の開催につい

て（収受） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る環境影響評価準備書に関する都民の意見を聴く会のポスター掲示に

ついて（依頼） 

「リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書に係る都民の意見を聴く会が開催されます」

のホームページ更新について 

広報掲載について（依頼）【中央新幹線（東京都・名古屋市間）事業概要書の縦覧について（ＪＲ東海主催）】 

リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事業概要書縦覧に関するホームページ掲載について 

リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事業概要書縦覧に関するホームページ更新について 

リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事業概要書説明会に関するホームページ更新について 

リニア中央新幹線に関する基本情報のホームページ掲載について 

広報掲載について（依頼）【中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書（東京都）縦覧】 

リニア中央新幹線に関する基本情報のホームページ更新について 

リニア中央新幹線に関するホームページ更新について（環境影響評価書縦覧情報の追加） 

リニア中央新幹線事業への協力に伴うホールの仮予約について（依頼） 

リニア中央新幹線に関する基本情報のホームページ更新について 

リニア中央新幹線の環境影響評価書の縦覧終了に伴うホームページ更新について 

広報掲載について（依頼）【リニア中央新幹線に関する事業説明会について】 

リニア中央新幹線に関するホームページ更新について（事業説明会の情報追加） 

2014年度リニア中央新幹線対策会議（第１回）の開催について（通知） 

2014年度リニア中央新幹線対策会議（第１回）議事概要の送付について（通知） 

リニア中央新幹線に関するホームページ更新について（事業説明会の終了お知らせ） 

リニア中央新幹線に関するホームページ更新について（事業説明会情報の削除） 

2015年度第１回リニア中央新幹線対策会議の開催について（通知） 

2015年度第 1回リニア中央新幹線対策会議議事概要の送付について 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14条第２項第８号及び第９号の規定に基づく意見の事前照会

について（説明会出席回答の収受） 

東海旅客鉄道株式会社による説明会について（回答） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14条第２項第８号及び第９号の規定に基づく意見の事前照会

について（収受） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14条第２項第８号及び第９号の規定に基づく意見の事前照会

について（回答） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14条第２項第８号及び第９号の規定に基づく意見の事前照会

について（収受） 

2015 年度市政懇談会での要望事項に係る現在の状況について(報告)＜忠生地区町内会・自治会連合会＞およ

び＜町田市町内会・自治会連合会＞ 

リニア中央新幹線 小野路非常口新設に係る工事説明会の実施について（情報提供） 

電話対応依頼票の提出について 

2016年 10月５日 部分公開決定 

【公開しない理由】 

（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものであるため。 

（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
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○法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開することにより偽造等による不正

使用のおそれがあることから、法人の財産の保護に著しい支障があると認められるた 

（３）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開することにより当

該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地位が著しく損なわれると認め

られるため。 

（４）町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○市の事務の公正かつ適正な実施を著しく困難にするため。 

（５）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○個人の使用している印鑑の印影であり、公開することにより偽造等による不正使用のおそれが

あることから、個人の財産の保護に著しい支障があると認められるため。 

公文書の件名 公開しない 

部分 

公開しない 

理由 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）に関する協力依頼について（収

受） 

法人の印影 （２） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の環境影響評価準備書に関する

説明会会場の確保について（協力依頼） 

担当者氏名 （１） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の環境影響評価準備書に関する

説明会会場の確保について（回答） 

担当者氏名 （１） 

中央新幹線(東京都・名古屋市間)の環境影響評価準備書に関する説

明会会場の確保について(協力依頼) 

担当者氏名 （１） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書及び要約書

の縦覧等について（協力依頼）平成 25 年９月９日付 

担当者氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

法人の電話番号 （３） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書及び要約書

の縦覧等について（協力依頼）平成 25 年９月 12 日付 

担当者氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

法人の電話番号 （３） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書及び要約書

の縦覧場所の確保について（協力依頼） 

担当者氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

法人の電話番号 （３） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書及び要約書

の送付について（収受） 

法人の印影 （２） 

市政要望への対応について（依頼）No.664 （○○○○）【企画政策

課】リニア新幹線について 

要望者氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

電子メールアドレス （１） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事業概要書の縦覧等について

（協力依頼） 

担当者氏名 （１） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく中央新幹線

（東京都・名古屋市間）の事業概要書の縦覧等について（収受） 

担当者氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

法人の電話番号 （３） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 12 条第４項の規定

に基づく事業概要書の送付について（収受） 

法人の印影 （２） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書及び要約書等の

縦覧等について（協力依頼） 

担当者氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

法人の電話番号 （３） 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書等の送付につい

て 

法人の印影 （２） 

市政要望の送付について(通知）No.412 （不明）【企画政策課】要望

書について（リニア中央新幹線大反対）（収受） 

団体代表者氏名 （１） 

市政要望への対応について（収受および回答）No.475 （○○○○）

【企画政策課】10/23 午後４時からの市長懇談について（リニア中

団体代表者氏名 （１） 

担当者氏名 （１） 
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央新幹線） 団体名 （４） 

電話番号 （４） 

ＦＡＸ番号 （４） 

町内会・自治会からの要望等の送付について(収受) <要第 78 号(鶴

川平和台自治会)>【企画政策課】リニア中央新幹線事業説明会 

会長氏名 （１） 

住所 （１） 

町内会・自治会からの要望等の送付について(通知)＜要第 89 号(鶴

川平和台（自治会)＞（収受） 

会長氏名 （１） 

町内会・自治会等からの要望等の対応について(収受および回答)＜

要第 1号(鶴川平和台自治会)＞[政策経営部] 

会長氏名 （１） 

電話番号 （１） 

住所 （１） 

ＪＲ東海担当者氏名 （１） 

市政要望への対応について（収受および報告）No.76 団体代表者氏名 （１） 

住所 （１） 

団体名 （４） 

市政要望への対応について（収受および報告）No.83 要望者氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

電子メールアドレス （１） 

市政要望への対応について（依頼）No.162（収受および報告） 法人代表者氏名 （１） 

担当者氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

法人名 （４） 

住所 （４） 

電話番号 （４） 

公文書公開請求書の受領について（リニア中央新幹線） 請求者氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

公文書部分公開決定について（リニア中央新幹線関連） 請求者氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

市政要望への対応について（収受および報告）No.199【リニア対応】 団体代表者氏名 （１） 

住所 （１） 

代表者の印影 （５） 

町内会・自治会等からの要望等について(収受) <要第 10 号(鶴川平

和台自治会)>[政策経営部、建設部、都市づくり部] 

会長氏名、担当者名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14 条第２項第８号

及び第９号の規定に基づく意見の事前照会について（収受） 

担当者氏名 （１） 

電子メールアドレス （１） 

法人の電話番号 （３） 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14 条第２項第８号

及び第９号の規定に基づく意見の事前照会について（照会） 

担当者氏名 （１） 

電子メールアドレス （１） 

法人の電話番号 （３） 

町内会・自治会等からの要望等の対応について(収受・回答)＜要第

40 号(小山連合町内会)＞ 

会長氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

2015 年度市政懇談会の開催について(収受および回答)＜町田市町

内会・自治会連合会＞ 

会長氏名 （１） 

市政要望への対応について（収受および報告）No.618 要望者氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

電子メールアドレス （１） 

公文書公開請求書（15 町総市公第 54号リニア中央新幹線） 請求者氏名 （１） 
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住所 （１） 

電話番号 （１） 

公文書部分公開決定について（リニア中央新幹線関連） 請求者氏名 （１） 

住所 （１） 

電話番号 （１） 

 

2016-29 2016年７月 21日 ……………………………………………（子ども生活部子ども総務課） 

■平成 27年度私立幼稚園等園児保護者補助金及び就園奨励費補助金の決定に係る要領 

 2016 年７月 26日 公開決定 

・平成 27年度町田市幼稚園就園奨励費補助金交付事務取扱要領 

・平成 27年度町田市私立幼稚園等園児保護者補助金交付取扱要領 

 

2016-30 2016年７月 29日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■モバイル端末のインターネット検索記録 

 （１）端末の特定（「誰の」「どこの」等、端末を特定できる内容） 全市議会議員 

 （２）対象の期間６月７･８･９･10･13日一般質問、14 日質疑、15･16日委員会、24日最終日 

2016年８月４日 部分公開決定 

【モバイル端末のインターネット検索記録（全市議会議員） 

  01_6月 7 日 本会議（一般質問）_時間指定.csv 

02_6月 8日 本会議（一般質問）_時間指定.csv 

03_6月 9日 本会議（一般質問）_時間指定.csv 

04_6月 10日 本会議（一般質問）_時間指定.csv 

05_6月 13日 本会議（一般質問）_時間指定.csv 

06_6月 14日 本会議（質疑）_時間指定.csv 

07_6月 15日 文教社会_時間指定 .csv 

08_6月 15日 建設_時間指定 .csv 

09_6月 16日 総務（データなし） .csv 

10_6月 16日 健康福祉_時間指定 .csv 

11_6月 24日 本会議（表決）_時間指定 .csv 

12_6月 24日 総務_時間指定 .csv 

※上記の記録は、2016 年７月 12 日付の情報提供依頼に対応するため、通信事業者から取り寄

せた上、同年７月 29 日に提供を行ったものであり、当該情報提供の記録として保有してい

るものです。 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○個々の端末に割り当てられた電話番号やシリアル番号を公開することにより、契約者へ

のなりすまし等が可能になることから、市の事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は

公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

    ・電話番号、シリアル番号 

 

2016-31 2016年８月２日 ……………………………………………………………（総務部職員課） 

■2016 年度の職員採用試験（行政一般職）の、各試験分野の配点について。具体的には、筆記試

験、エントリーシート、集団討論、個人面接等が、各々試験全体の中でどれだけの比重を占めて

いるかについて。また、合格最低点（各分野）についても。  

2016 年８月 15日 決定延期 

理由：請求に係る公文書は、現在実施中の2016年度町田市職員採用試験に関するものであり、試

験実施中に公開することは、当該試験の公平性・公正性を損なうと認められるため。 

2016年９月８日 部分公開決定 

①試験結果（度数分布表）の見方 

②町田市職員採用試験（2016年６月 26日実施 一般事務職）１次試験「エントリーシート作成」
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について 

③町田市職員採用試験（2016年７月実施）集団討論の実施について 

④町田市職員採用試験（2016年７月実施）個別面接の実施について 

⑤町田市職員採用試験（2016年８月実施）最終個別面接の実施について 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○町田市職員採用試験の設問内容、評価手順、評価者等の選考基準に深くかかわる項目を

公開することにより、今後、実施する町田市職員採用試験において、受験者等が町田市

で実施する職員採用試験の傾向を類推し、町田市職員採用試験に特化した試験対策を講

じることが可能となる。それにより、当市の必要とする職員としての能力・資質を正し

く判断するという職員採用試験の目的を失わせ、事業の実施を著しく困難にすると認め

られるため。 

①粗点から得点を算出する計算式及び説明、(参考)試験の難易度について 

②３ 設問内容（設問内容に関わる注意書き、設問内容（評価ポイント）、４ 評価①評

価員（人数を除く）、②評価手順１）～４）（配点の合計を除く）、【参考】過去のエント

リーシートの設問内容、一般事務Ⅰ類 エントリーシート（設問内容） 

③１ 目的、４ 試験員（面接官の人数）、５ 手法、６ 課題、７ 評価（配点の合計

を除く）、＊試験員一覧、試験問題、集団討論評定表記入例、集団討論評定表 

④１ 目的、４ 試験員、５ 手法、６ 評価（配点の合計を除く）、＊面接官一覧、採

用試験２次試験 個別面接手順書（表題及び見出しを除く）、個別面接評定表記入例、

個別面接評定表 

⑤１ 目的、４ 試験員、５ 手法、６ 評価（配点の合計を除く）、＊面接官一覧、第

３次試験 最終個別面接手順書（表題及び見出しを除く）、最終個別面接評定表（一般

事務） 記入例、最終個別面接評定表（一般事務）、最終個別面接評定表（専門職） 

2016年９月８日 不存在決定 

①適正検査の配点（比重）について定めたもの 

②各試験分野の合格最低点が分かるもの 

理由：①適正検査については、面接の補助資料として使用しており、配点（比重）が存在しない

ため。 

②１次試験では教養試験及びエントリーシートの得点の合計、２次試験では集団討論及び

個別面接の得点の合計で合否を決定しており、各試験分野の合格最低点は存在しないた

め。 

 

2016-32 2016年８月４日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■早稲田大学マニフェスト研究所が 2015 年度に行った図書室アンケート「議会図書室アンケー

ト・2015」の質問書と回答と回答の根拠 

 2016 年８月５日 公開決定 

・議会図書室アンケート2015について（回答） 

 早稲田大学マニフェスト研究所421 

 

2016-33 2016年８月 12日 ……………………………………（文化スポーツ振興部文化振興課） 

■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【町田市民ホール・和光大学ポプリホール鶴川】 

2016年８月 25日 不存在決定 

理由：上記２施設の指定管理契約に関する、基本協定書、業務基準書について、災害時の障がい

者に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-34 2016年８月 12日 ………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 
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■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【町田市立室内プール】 

2016年８月 26日 不存在決定 

理由：上記施設の指定管理契約に関する、基本協定書、業務基準書について、災害時の障がい者

に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-35 2016年８月 12日 ………………………………………（いきいき生活部高齢者福祉課） 

■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【ふれあい桜館】 

2016年８月 25日 不存在決定 

理由：上記施設の指定管理契約に関する、基本協定書、年度協定書、業務仕様書について、災害

時の障がい者に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-36 2016年８月 12日 ………………………………（子ども生活部大地沢青少年センター） 

■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【町田市自然休暇村】 

2016年８月 24日 不存在決定 

理由：上記施設の指定管理契約に関する、基本協定書、年度協定書、業務仕様書について、災害

時の障がい者に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-37 2016年８月 12日 ………………………………………………（経済観光部産業観光課） 

■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【小野路宿里山交流館・町田市文化交流センター】 

2016年８月 24日 不存在決定 

理由：上記２施設の指定管理契約に関する、基本協定書、年度協定書、業務仕様書について、災

害時の障がい者に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-38 2016年８月 12日 ………………………………………………（経済観光部農業振興課） 

■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【町田市ふるさと農具館、町田市七国山ファーマーズセンター】 

2016年８月 19日 不存在決定 

理由：上記２施設の指定管理契約に関する、基本協定書、年度協定書、業務仕様書について、災

害時の障がい者に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-39 2016年８月 12日 …………………………………………………（都市づくり部住宅課） 

■１．町田市が契約している指定管理者との契約書等で、災害時の障がい者に対する避難誘導体制

の記載のある文書 

 ２．各施設で定める防災計画 

 【金森市民住宅・忠生市民住宅】 
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2016年８月 25日 不存在決定 

理由：上記２施設の指定管理契約に関する、基本協定書、年度協定書、業務仕様書について、災

害時の障がい者に対する避難誘導体制と防災計画の記載が無いため。 

 

2016-40 2016年８月 12日 …………………………………………（いきいき生活部保険年金課） 

■平成 28 年８月 12 日（金）○○氏より国民健康保険税について折り返し電話８月 12 日 11 時 46

分で「写真を写していた」と記録のあると言っていた書類前後 20枚程度。 

平成 28 年１月 15日の保険加入係とのやりとり 

2016 年８月 18日 非公開決定 

・税総合システム上の経過記録（平成 28年１月 15日窓口納付分） 

 ○○○○様 加入分 

・国民健康保険異動届及び保険証（本人確認書類）のコピー（平成 28年１月 15日国民健康保険

脱退手続き分） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

 

2016-41 2016年８月 30日 ………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認申請書（同法施行日から現在まで） 

2016 年９月 13日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2016 年９月 30日 公開決定 

・土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認申請書（須原クリーニング） 

2016 年９月 30日 部分公開決定 

・土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認申請書 

事業場名 公開しない部分 公文書の一部を公開しない理由 

まつもとク

リーニング 

工場又は事業場の敷地であった土地の所在地 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個

人が識別されるものであるため。 

確認を受けようとする土地の範囲 

申請者の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

印鑑偽造等により不正使用される恐れ

があり、人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 

添付図面（建物内部配置図） 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

当該建物は現在住居として使用されて

おり、図面の公開により、人の生命、

身体、財産の保護に著しい支障が生じ

ると認められるため。 

法 政 大 学 

多摩校地 

法人の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが

あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

クリーニン

グショップ

ピア 

申請者名・住所 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個
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人が識別されるものであるため。 

申請者の印影（２か所） 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

印鑑偽造等により不正使用される恐れ

があり、人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 

ファッショ

ンクリーニ

ングまちだ 

申請者名・住所 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個

人が識別されるものであるため。 

工場又は事業場の敷地であった土地の所在地 

施設の設置場所 

確認を受けようとする土地の範囲 

申請者の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

印鑑偽造等により不正使用される恐れ

があり、人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 

有限会社ク

リエート東

都 

法人の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが

あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

協和発酵キ

リン東京リ

サーチパー

ク 

法人の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが

あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

添付図面（敷地内配置図） 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

有害物質を製造し、使用し、又は保管

する場所が明らかとなることで、有害

物質の盗難及び悪用の恐れが生じ、人

の生命、身体の保護に著しい支障が生

じると認められるため。 

クリーニン

グフルフル 

申請者住所 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個

人のプライバシーを侵害する恐れがあ

るため。 

申請者電話番号（欄外記載） 

申請者の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

印鑑偽造等により不正使用される恐れ

があり、人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 
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富士商興株

式会社  町

田工場 

法人の印影（２か所） 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが

あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

電気化学工

業株式会社 

中央研究所 

法人の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが

あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

添付図面（敷地内配置図） 町田市情報公開条例第 5 条第 1 項第 5

号に該当 

有害物質を製造し、使用し、又は保管

する場所が明らかとなることで、有害

物質の盗難及び悪用の恐れが生じ、人

の生命、身体の保護に著しい支障が生

じると認められるため。 

有 限 会 社 

アポロ電子

工業所 

申請者名・住所 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個

人が識別されるものであるため。 

申請者の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

印鑑偽造等により不正使用される恐れ

があり、人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 

渋谷クリー

ニング 

申請者名 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個

人が識別されるものであるため。 

添付図面中申請者住所 

添付図面中排水設備技術者の氏名 

添付図面中近隣住民の氏名・住所 

申請者の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

印鑑偽造等により不正使用される恐れ

があり、人の財産の保護に著しい支障

が生じると認められるため。 

添付図面（建物内部配置図） 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

当該建物は住居を兼ねているものであ

り、図面の公開により、人の生命、身

体、財産の保護に著しい支障が生じる

と認められるため。 

有 限 会 社 

白誠社 

法人の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが
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あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

工場又は事業場の敷地であった土地の所在地 町田市情報公開条例第５条第１項第１

号に該当 

個人に関する情報であって、特定の個

人のプライバシーを侵害する恐れがあ

るため。 

添付図面（案内図） 

添付図面（建物内部配置図） 町田市情報公開条例第５条第１項第５

号に該当 

当該建物は現在住居として使用されて

おり、図面の公開により、人の生命、

身体、財産の保護に著しい支障が生じ

ると認められるため。 

EPE 株式会社 法人の印影 町田市情報公開条例第５条第１項第２

号に該当 

実印として使用している印鑑の印影で

あり、これを公開することにより、印

鑑偽造等により不正使用される恐れが

あり、法人等の財産の保護に著しい支

障が生じると認められるため。 

 

2016-42 2016年９月５日 …………………………………………………………（財務部資産税課） 

■町田市固定資産（土地）評価事務取扱要領（土砂災害特別警戒区域補正の補正率 0.90を決めた

際に、不動産鑑定士３人の意見書を踏まえて定めた（不動産鑑定士３名の名前・住所・電話番号） 

2016 年９月 16日 非公開決定 

・固定資産税評価に関する意見書作成業務委託契約書（その１）及び同契約に基づく固定資産税

評価に関する意見書、並びに同契約の支出負担行為決議書（契約）及び支出命令書 

・固定資産税評価に関する意見書作成業務委託契約書（その２）及び同契約に基づく固定資産税

評価に関する意見書、並びに同契約の支出負担行為決議書（契約）及び支出命令書 

・固定資産税評価に関する意見書作成業務委託契約書（その３）及び同契約に基づく固定資産税

評価に関する意見書、並びに同契約の支出負担行為決議書（契約）及び支出命令書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

 ○固定資産税評価に係る、今後の不動産鑑定士の意見聴取を困難にする恐れのある情報で

あり、土地評価・賦課事務の公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

 

2016-43 2016年７月 19日 ……………………………………………………（総務部工事品質課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016年９月20日 公開決定 

① 2014 年度町田市技術職研修 提案書（案） 

②「2014年度技術職研修（２）」受講生の推薦について（依頼） 

③町田市技術職員研修について 

④2014年度町田市技術職研修の講師の派遣について（お礼） 

⑤技術職研修～リニア・中央新幹線～ 

⑥研修出席票＆研修アンケート 

⑦アンケート結果集計一覧表 

⑧2014年９月 29 日（月） 技術職研修推薦書 

⑨技術職研修 受講生推薦送付先一覧 
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⑩技術職研修受講者名簿 

2016年９月20日 部分公開決定 

①東海旅客鉄道株式会社による技術職研修について 

②2014年度技術職研修企画書（民間事業者の講師による研修） 

③技術職員研修のお知らせ 

④2014年度技術職研修の受講について（通知） 

⑤2014年９月 29 日（月）技術職研修（JR東海）役割分担 

⑥2014年度技術職研修「リニア・中央新幹線」 

⑦2014年度技術職研修「リニア・中央新幹線」開催報告書 

⑧研修受講風景（写真） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別され得るものであるため。 

   ・①のうち出席者の氏名、②～⑦のうち講師の氏名、⑧のうち研修講師の容姿（写真） 

町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○企業の内部管理に関する情報及び企業独自のノウハウに関する情報で、公開することに

より企業の地位が著しく損なわれる恐れがあるため。 

・⑧のうちスクリーン画面 

 

2016-44 2016年７月 19日 …………………………………………………………（財務部管財課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年９月 29日 公開決定 

・普通財産賃貸料の請求について【2012年度】 

2016 年９月 29日 部分公開決定 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報で、特定個人が識別され、または識別されうるため。 

：（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

①法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通する

ことによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、法人の財産の保護

に著しい支障が生じると認められるため。 

②法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開する

ことにより当該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地

位が著しく損なわれると認められるため。 

公文書の件名 公開しない部分 
公開しない 

理由 

1 普通財産賃貸料の請求について【2013 年度】 法人の印影 （２）① 

2 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地①報告・通知） 

【2011年度】 

担当者名 （１） 

3 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地②報告・通知） 

【2011年度】 

担当者名 （１） 

4 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地③報告・通知） 

【2011年度】 

担当者名 （１） 

5 普通財賃貸借契約について 担当者名 （１） 
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（北部丘陵整備事業用地④報告・通知） 

【2011年度】 

6 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地③決定・締結） 

【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

7 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地①決定・締結） 

【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

8 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地②決定・締結） 

【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

9 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地④決定・締結） 

【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

10 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地①・上小山田町 2220

番外 継続）【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

11 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地②・上小山田町 2275

番外 継続）【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

12 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地③・上小山田町 2009

番 継続）【2012 年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

13 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地④・下小山田町 1200

番 2 継続）【2012年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

14 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地①・上小山田町 2220

番外 継続）【2013年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

15 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地②・上小山田町 2275

番外 継続）【2013年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

16 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地③・上小山田町 2009

番 継続）【2013 年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

17 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地④・下小山田町 1200

番 2 継続）【2013年度】 

担当者名 

法人の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２）① 

（２）② 

18 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地・小野路町 531番の一

部）【2014年度】 

担当者名 

法人の印影 

（１） 

（２）① 

19 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地・小野路町字奈良ばい

667-2先無番 新規）【2014年度】 

担当者名 

法人の印影 

（１） 

（２）① 

20 

普通財賃貸借契約について 

（北部丘陵整備事業用地・小野路町 531番の一

部 継続）【2014 年度】 

担当者名 

法人の印影 

（１） 

（２）① 
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2016-45 2016年７月 19日 ………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016年９月27日 公開決定 

・小山・小山ヶ丘地区市政懇談会要望事項（平成27年１月31日） 

2016 年９月 27日 部分公開決定 

①鶴川地区市政懇談会における要望書 

②要望事項について（回答） 

③2013年度相原地区市政懇談会要望書 

④木曽地区市政懇談会開催のお願い 

⑤小山・小山ヶ丘地区市政懇談会要望事項（平成 27年 10月９日） 

⑥市政懇談会と要望事項提出の件 

⑦小山・小山ヶ丘地区要望事項の協議のお願い 

⑧平成 27年３月 26日付け鶴川平和台自治会からの文書 

⑨Ｈ27年度忠生地区市政懇談会要望事項 

⑩平成 27年７月 15日付け鶴川平和台自治会からの文書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別され得るものであるため。 

・①～⑥のうち会長の氏名。 

・⑦のうち会長の氏名、副会長の氏名。 

・⑧のうち会長の氏名・住所、東京工事事務所長の氏名。 

・⑨のうち会長の氏名・電話番号。 

・⑩のうち会長の氏名、役員の氏名。 

 

2016-46 2016年７月 19日 …………………………………………（経済観光部北部丘陵整備課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 10月４日 部分公開決定 

    公 文 書 の 件 名 

1 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2012 年 2 月 3 日） 

2 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 2 月 7 日) 

3 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 2 月 7 日) 

4 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 2 月 7 日) 

5 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 2 月 7 日) 

6 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2012 年 3 月 12 日） 

7 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 3 月 12 日) 

8 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2012 年 4 月 23 日） 

9 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 4 月 24 日) 

10 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 4 月 24 日) 

11 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 4 月 24 日) 

12 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2012 年 4 月 24 日) 

13 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2013 年 2 月 5 日） 
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14 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2013 年 2 月 7 日) 

15 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2013 年 2 月 7 日) 

16 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2013 年 2 月 7 日) 

17 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2013 年 2 月 7 日) 

18 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2014 年 2 月 26 日） 

19 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2014 年 3 月 3 日) 

20 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2014 年 3 月 3 日) 

21 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2014 年 3 月 3 日) 

22 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2014 年 3 月 3 日) 

23 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2014 年 5 月 2 日） 

24 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2014 年 5 月 7 日) 

25 北部丘陵整備課所管市有地の貸し付けについて（2014 年 5 月 30 日） 

26 普通財産貸付契約締結請求書の送付について(2014 年 6 月 3 日) 

27 自然環境調査のための立ち入りについて（依頼）(2015 年 4 月 24 日) 

28 事業施工に伴う市有地境界確認申請書(2016 年 2 月 8 日) 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

・個人名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「印影」部分は、法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報

が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開す

ると法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

： 町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開することに

より当該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地位が著しく損

なわれると認められるため。 

・法人の電話番号 

 

2016-47 2016年７月 19日 ………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016年10月４日 公開決定 

公文書の件名 

1 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書に関する環境保全の見地

からの意見について（送付） 

2 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書に関する東京都環境局長

意見について（収受） 

3 リニア中央新幹線アセス区市長意見照会のスケジュールについて（収受） 

4 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」環境影響評価方法書 区市長意見照会につ

いて（収受） 

5 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」環境影響評価方法書 区市長意見照会文の

発送について【収受】 
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6 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価方法書に関する意見に

ついて（照会） 

7 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価方法書に関する意見に

ついて（照会） 

8 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価方法書に関する意見に

ついて（照会） 

9 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価方法書に関する意見に

ついて（回答） 

10 中央新幹線環境影響評価方法書の意見について【収受】 

11 リニア区市長意見形成に係るアンケートの情報共有について【収受】 

12 中央新幹線区市長意見形成過程【情報共有】（収受） 

13 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価方法書に関する東京都

環境影響評価条例第 82条第 1項に規定する意見について（送付） 

14 代表電話ＦＡＱの追加について（依頼）※リニア中央新幹線準備書 

15 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価の手続に関する協力に

ついて（依頼） 

16 
【川崎市環境評価室】中央新幹線準備書説明会開催のお知らせの掲出について（お

願い）（収受） 

17 「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」アセス準備書の手続について（収受） 

18 
【川崎市環境評価室】中央新幹線法対象条例準備書 閲覧図書の確認について（お

願い）（収受） 

19 【川崎市環境評価室】町田市民からの意見書について 

20 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る法対象条例見解書の写しの縦覧場所の

提供等について（依頼） 

21 中央新幹線環境アセスに係る区市長意見照会について（収受） 

22 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価準備書に対する意見に

ついて（照会） 

23 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る法対象条例環境影響評価準備書等に対

する市長意見について（照会） 

24 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る環境影響評価準備書等に対する市長意

見について（照会） 

25 環境影響評価審議会 現地視察行程（案）（収受） 

26 【川崎市環境評価室】法対象条例公聴会に係るお知らせについて（お願い）（収受） 

27 【川崎市環境評価室】法対象条例公聴会に係る依頼文について（収受） 

28 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価準備書に対する意見に

ついて（回答） 

29 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る法対象条例環境影響評価準備書等に

対する市長意見について（回答） 

30 中央新幹線に係る市長意見について（川崎市から JR東海への文書） 

31 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価準備書に関する東京都

環境影響評価条例第 87条第１項に規定する意見について（送付） 

32 
東京都環境影響評価技術指針（付解説）東京都環境影響評価事後調査規準の送付

について 

33 法対象条例環境影響評価書の写しに係る縦覧場所の提供等について（依頼）（収受） 

34 法対象条例環境影響評価書の写しに係る縦覧場所の提供等について（依頼） 
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35 平成 27年度における環境調査の結果等について【東京都】の送付について 

2016 年 10月４日 部分公開決定 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

     ○個人に関する情報で、特定個人が識別され、または識別されうるため。 

   （２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

      ○法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通する

ことによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、法人の財産の保護

に著しい支障が生じると認められるため。 

      ○法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開する

ことにより当該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地

位が著しく損なわれると認められるため。 

（３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○個人が使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによって、

印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、個人の財産の保護に著しい支障が

生じると認められるため。 

公文書の件名 公開しない部分 
公開しな

い理由 

1 市民センター貸出施設（ホール）の使用について（依頼） 

担当職員名 

個人メールアドレス 

法人の電話番号 

（１） 

（１） 

（２） 

2 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書

縦覧について（依頼） 

担当職員名 

法人の電話番号 

（１） 

（２） 

3 【リニア新幹線】ＪＲ東海・環境保全事務所のお知らせ 

担当職員名 

個人メールアドレス 

法人の電話番号 

（１） 

（１） 

（２） 

4 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）に関する環境影響評

価方法書の縦覧等について（協力依頼） 

担当職員名 

法人代表者の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２） 

（２） 

5 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）の環境影響評価方法

書の送付について 
法人代表者の印影 （２） 

6 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書

（東京都）についての意見の概要の送付について 
法人代表者の印影 （２） 

7 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書

に対する意見の概要及び当該意見についての事業者の見

解の送付について 

法人代表者の印影 （２） 

8 
「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る都民の意見

を聞く会の記録の送付について 
担当者の印影 （３） 

9 
「中央新幹線 品川・名古屋間」に係る着工の届出につ

いて（通知） 

届出者の印影 

法人の電話番号 

（２） 

（２） 

10 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 

担当職員名 

届出者の印影 

法人の電話番号 

（１） 

（２） 

（２） 

11 
土壌汚染対策法第４条第２項に規定する調査命令につい

て【中央新幹線（品川・名古屋市間）小野路町非常口】 
担当職員名 （１） 

12 特定建設作業実施届出書（騒） 
届出者の印影 

担当職員名 

（３） 

（１） 
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13 特定建設作業実施届出書（振） 
届出者の印影 

担当職員名 

（３） 

（１） 

14 
中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書及び

要約書等の縦覧等について（協力依頼） 
法人の電話番号 （２） 

 

2016-48 2016年７月 19日 ……………………………………………………（建設部道路管理課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016年９月15日 部分公開決定 

・特殊車両通行許可申請書 №111、112（東京都（大神田）） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるた

め。 

   ・申請代理人の氏名、登録番号、事務所所在地、連絡先 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○「印影」部分は、法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が

流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開す

ると法人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・申請者法人の印影 

2016 年９月 28日 部分公開決定 

理由：①町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報であるため。 

：②町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開することに

より当該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地位が著しく損

なわれると認められるため。 

：③町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○「印影」部分は、法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報

が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開す

ると法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

件名 公開しない部分 

道路占用許可申請内容写 ①担当者の氏名 

②法人の電話番号 

道路占用許可申請書 ①担当者の氏名 

②法人の電話番号 

道路占用料減免申請書 ①担当者の氏名 

②法人の電話番号 

③法人の印影 

町田市特定公共物占用許可申請書 ①担当者の氏名 

②法人の電話番号 

③法人の印影 

町田市特定公共物占用料減免申請書 ①担当者の氏名 

②法人の電話番号 

③法人の印影 

町田市特定公共物放流許可申請書 ①担当者の氏名 

②法人の電話番号 

③法人の印影 
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2016-49 2016年７月 19日 ……………………………………………………（建設部道路整備課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 10月４日 部分公開決定 

・環境影響評価の調査データの一部提供について（依頼） 

・環境影響評価の調査データの一部提供について（回答） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報であるため。 

・担当者の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

      ○「印影」部分は、法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報

が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開す

ると法人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・法人の印影 

 

2016-50 2016年７月 19日 ………………………………………（都市づくり部土地利用調整課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年９月 26日 部分公開決定 

理由：①町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

：②町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「印影」部分は、法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報

が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開す

ると法人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

：③町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開することに

より当該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地位が著しく損

なわれると認められるため。 

：④町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人の土地取引に関する情報であり、公開することにより、当該法人の土地取引にまつ

わる事業運営上の地位が著しく損なわれると認められるため。 

【公文書の件名及び公開しない部分】 

・土地売買等届出書の送付について（15-１） 

④土地売買等届出書及び添付図面、契約書の写し 

・土地売買等届出書の送付について（15-16） 

④土地売買等届出書及び添付図面、契約書の写し 

・町田市測量標使用承認申請書（15町都土第 55号） 

①申請者・担当者の氏名、②法人の印影、③法人の電話番号 

・町田市測量標使用承認申請書（15町都土第 278 号） 

①申請者・担当者の氏名、②法人の印影、③法人の電話番号 

・町田市測量標使用承認書（町都土測第 15-003号の 2） 

①申請者・担当者の氏名、③法人の電話番号 

・町田市測量標使用承認書（町都土測第 15-035号の 2） 



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 35 

①申請者・担当者の氏名、③法人の電話番号 

・町田市測量標使用（未使用）報告書（15町都土第 429号） 

①申請者・担当者の氏名、②法人の印影、③法人の電話番号 

 

2016-51 2016年７月 19日 ………………………………………………（下水道部下水道管理課） 

■リニア中央新幹線に関する文書一切 

2016 年７月 28日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016年９月21日 公開決定 

件名 

容量計算書 

案内図 

公図の写し 

土地利用計画図兼調整池流域図 

排水計画平面図 

調整池一般図 

調整池構造図 

調整池求積図 

吐口構造図 

吐口配筋図 

オリフィス構造図 

スクリーン構造図 

排水溝構造図 

登記事項証明書の写し 

現況写真 

町田市特定公共物占用許可書 

町田市特定公共物放流許可書 

町田市特定公共物占用料減免承認書 

2016 年９月 21日 部分公開決定 

理由：①町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

：②町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「印影」部分は、法人が代表者印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報

が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開す

ると法人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

：③町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が行政との事務連絡専用で使用している非公表の電話番号であり、公開することに

より当該電話番号の使い分けの目的を失わせ、当該法人の事業運営上の地位が著しく損

なわれると認められるため。 

件名 公開しない部分 

町田市特定公共物占用許可申請書 

①担当者の氏名 

②法人の印影 

③法人の電話番号 

町田市特定公共物放流許可申請書 

①担当者の氏名 

②法人の印影 

③法人の電話番号 
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町田市特定公共物占用料減免申請書 

①担当者の氏名 

②法人の印影 

③法人の電話番号 

町田市特定公共物占用許可、放流許可、減免承認につい

て（15 町下管特第 A19(ア)号、15町下管特第 A19(イ)号、

15町下管特第 G139 号） 

①受取人氏名 

同意証明書 ②法人の印影 

 

2016-52 2016年 10月５日 ……………………………………………………（保健所生活衛生課） 

■所在 町田市○○町字○○号 地番○○○○番 地目 墓地 地積○○○㎡（登記簿上の所有者

○○○○）の土地について、墓地管理台帳の記載事項 

2016 年 10月７日 不存在決定 

理由：請求された土地番号において、墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48号）第 10

条に基づく許可処分を行った事実がなく、当該公文書を保有していないため。 

 

2016-53 2016年 10月 21 日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■モバイル端末のインターネット検索記録 

（１）端末の特定（「誰の」「どこの」等、端末を特定できる内容）  全市議会議員 

（２）対象の期間  第３回定例会本会議と常任委員会 開会時間のもの 

 2016 年 10月 28日 部分公開決定 

 【モバイル端末のインターネット検索記録（全市議会議員）】 

01_20160830（本会議 提案理由説明）.csv 

02_20160902（本会議 一般質問）.csv 

03_20160905（本会議 一般質問）.csv 

04_20160906（本会議 一般質問）.csv 

05_20160907（本会議 一般質問）.csv 

06_20160908（本会議 一般質問）.csv 

07_20160909（本会議 質疑）.csv 

08_20160912総務.csv       09_20160912 健康福祉.csv 

10_20160913総務.csv       11_20160913 健康福祉.csv 

12_20160915文教社会.csv     13_20160915 建設 0件.csv 

14_20160916文教社会.csv     15_20160916 建設 0件.csv 

16_20160920総務 0件.csv     17_20160920 健康福祉 0件.csv 

18_20160923建設 0件.csv  

19_20160926文教社会 0件.csv   20_20160926 建設 0件.csv 

21_20161004（本会議 表決）.csv 

※上記の記録は、2016 年 10 月４日付の情報提供依頼に対応するため、通信事業者から取り

寄せた上、同年 10 月 21 日に提供を行ったものであり、当該情報提供の記録として保有し

ているものです。 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○個々の端末に割り当てられた電話番号やシリアル番号を公開することにより、契約者

へのなりすまし等が可能になることから、市の事務又は事業の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

    ・電話番号、シリアル番号 

     

2016-54 2016年 10月 28 日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■相模原事件について 

神奈川県立津久井やまゆり園で今年 7 月 26 日頃に起きた障害者殺識事件に関する情報―切。た



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 37 

とえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や都県や他市等からの文書、警察や議会や

国や都県や他市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公

表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、

交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第 38条及び 35条に規定される文書およびそれに相当する

文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、FAX、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、そ

の他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそ

れらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上

記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非

開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求

した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報

も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保

存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す

情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。 

2016 年 11月７日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 11月 11日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書の作成又は取得のいずれも行っていないため。 

なお、平成 28 年第３回町田市議会定例会において、請求内容に関連する一般質問がなさ

れていますが（９月６日 白川哲也議員）、一般質問通告書の内容及び映像記録について

は、町田市議会ホームページ上で公開していることから、町田市情報公開条例第 13 条第

２項の規定により、同条例の適用除外となります。また、会議録についても、完成し次第、

町田市議会ホームページ上で公開するとともに、議会図書室、図書館及び総務部市政情報

課（市政情報やまびこ）にて閲覧に供します。 

※2017年１月 29 日 審査請求 

 

2016-55 2016年 10月 28 日 ……………………………………………………（政策経営部広報課） 

■相模原事件について 

神奈川県立津久井やまゆり園で今年 7 月 26 日頃に起きた障害者殺識事件に関する情報―切。た

とえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や都県や他市等からの文書、警察や議会や

国や都県や他市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公

表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、

交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第 38条及び 35条に規定される文書およびそれに相当する

文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、FAX、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、そ

の他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそ

れらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上

記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非

開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求

した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報

も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保

存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す

情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。 

2016 年 11月７日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 12月９日 部分公開決定 

・報道関係取材報告書（2016年７月 26日付） 
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・報道関係取材報告書（2016年７月 27日付） 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

    ・取材報道機関の取材者名、被害者の氏名及び年齢 

※2017年１月 29 日 審査請求 

 

2016-56 2016年 10月 28 日 ………………………………………………（市民病院事務部総務課） 

■相模原事件について 

神奈川県立津久井やまゆり園で今年 7 月 26 日頃に起きた障害者殺識事件に関する情報―切。た

とえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や都県や他市等からの文書、警察や議会や

国や都県や他市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公

表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、

交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第 38条及び 35条に規定される文書およびそれに相当する

文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、FAX、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、そ

の他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそ

れらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上

記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非

開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求

した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報

も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保

存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す

情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。 

2016 年 11月７日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 12月 20日 部分公開決定 

 ・報道関係取材報告書 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別されうるものであるた

め。 

    ・取材報道機関の取材者名 

2016 年 12月 20日 非公開決定 

・津久井やまゆり園における殺傷事件患者受け入れ機関の情報交換について（報告）（第 17回県

北・県央地区メディカルコントロール協議会での情報交換） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

   ○公開することにより、社会的影響が著しく大きくなり、上記協議会に参加した各関係機

関における事務の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な事務の実施を著しく困難に

すると認められるため。 

※2017年１月 29 日 審査請求 

 

2016-57 2016年 11月７日 ……………………………………………………（市民部防災安全課） 

■町田市安全安心まちづくり推進計画でも触れられているが、町田駅周辺の客引き行為等に対して

不満を感じている市民は多くいる。これに対する苦情内容、その対応に関しての文書 

2016 年 11月 21日 部分公開決定 

 ・市政要望への対応について（依頼） №233 №233-2 

 ・市政要望（第 233号）への回答について 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものであるため。 
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    ・要望者個人に関する情報（氏名・住所・メールアドレス） 

 

2016-58 2016年 11月 24 日 …………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■2016年に開館した原町田地区の子どもセンターの工事に関する起案書 

2016 年 12月１日 公開決定 

（仮称）町田地区子どもセンター新築工事 

 ○契約伺書および契約決定通知書 

 ○変更契約伺書および変更契約決定通知書 

 

2016-59 2016年 11月 30 日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■2012年度政務活動費収支報告書と証拠書類（領収書等） 

2016 年 12月９日 部分公開決定 

・平成 24年度（2012 年度）町田市議会政務活動費収支報告書 

【公開しない部分】 

（１）会派代表者、経理責任者、議員の個人名の印影 

（２）会派名義の金融機関の口座番号、残額 

（３）議員名義の金融機関の名称、支店名、口座番号、残額 

（４）法人その他の団体の代表者及び事業を営む個人の印影 

（５）法人その他の団体の担当者の氏名、印影、住所 

（６）請求日現在既に引退している議員の住所、電話番号、ＦＡＸ番号 

（７）議員のクレジットカード、電子マネーカード、会員カード類の番号 

（８）議員のＦＡＸ番号、議員の活動上公表していない電話番号、議員個人の携帯電話の番号 

（９）議員個人のお客様番号その他の契約者固有の番号 

（10）領収書の利用明細のうち政務活動費に充当した費用以外の情報 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

     ○（５）については、特定個人の情報であり、特定の個人が識別されるため。 

○（３）、（６）、（７）、（８）、（９）、（10）、（11）については、議員の個人生活に関する

情報であり、公開することにより、特定個人のプライバシーを侵害する恐れがある

ため。 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○（２）については、団体の財産に関する情報であり、公開することにより、団体の事

業運営上著しく支障があると認められるため。 

     ○（４）については、公開することにより、偽造等による不正使用で法人その他の団体

及び事業を営む個人の事業運営に著しい支障が生じる恐れがあるため。 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○（１）については、公開することにより、偽造等による不正使用で個人の財産の保護

に著しい支障が生じる恐れがあるため。 

※2017年２月 20 日 審査請求 

 

2016-60 2016年 10月 28 日 ……………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■相模原事件について 

神奈川県立津久井やまゆり園で今年 7 月 26 日頃に起きた障害者殺識事件に関する情報―切。た

とえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や都県や他市等からの文書、警察や議会や

国や都県や他市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公

表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、

交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第 38条及び 35条に規定される文書およびそれに相当する

文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、FAX、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、そ

の他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそ
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れらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上

記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非

開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求

した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報

も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保

存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す

情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。 

2016 年 11月７日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 12月 16日 公開決定 

 

番号 公文書の件名 

１ 
【東京都】【厚生労働省】【事務連絡】社会福祉施設等における入所者等の安全の

確保について 

２ 施設における防犯等安全管理の確保について（通知） 

３ 【東京都福祉保健局】事業所における防犯等安全管理の確保について（通知） 

４ 放課後等デイサービスにおける利用者の安全の確保について（通知） 

５ 施設における防犯等安全管理の確保について（通知） 

６ 「不審者対応講習会」の開催について 

７ 障害者支援施設に対する調査依頼について 

８ 防犯設備等の状況調査について（依頼） 

９ 津久井やまゆり園の事件による不安を和らげる心のケアの充実について 

１０ 【情報提供】神奈川県障害者自立支援協議会会長メッセージについて 

１１ 障害者支援施設等における防犯に係る安全の確保について 

１２ 2016年度 第２回町田市障がい者施策推進協議会 会議資料 

2016 年 12月 20日 部分公開決定 

① 障害者支援施設に対する調査依頼に係る回答について 

  ② 福祉施設防犯リスト 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるた

め。 

   （２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより、当該事業の実施に著

しい支障が生じると認められるため。 

   （３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○当該施設の防犯体制に関する情報であり、公開することにより、人の生命、身体の保

護に著しい支障が生じると認められるため。 

 

公文書の件名 公開しない部分 
公開 

しない 

理由 

1 
①のうち障害者支援

施設一覧リスト 
公開していないグループホームの住所 （２） 

2 
①のうち障害者施設

一覧回答用紙 

公開していないグループホームの住所 （２） 

3 
夜間の緊急連絡先として指定している施設職員個人

の電話番号 
（１） 
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4 

寝たきり者数、利用者数、職員数、警備員数、機械警

備の有無、施錠状況、防犯カメラの有無及び映像保存

期間、通報装置の有無、巡回状況、避難訓練実施状況、

災害時の対応、マニュアルの有無、管理者対策の実施

状況 

（３） 

5 

①のうち各施設から

回収した調査票及び

アンケート回答用紙 

すべて （３） 

6 

②の福祉施設防犯リ

スト 

公開していないグループホームの住所 （２） 

7 
夜間の緊急連絡先として指定している施設職員個人

の電話番号 
（１） 

8 

寝たきり者数、利用者数、職員数、警備員数、機械警

備の有無、施錠状況、防犯カメラの有無及び映像保存

期間、通報装置の有無、巡回状況、避難訓練実施状況、

災害時の対応、マニュアルの有無、管理者対策の実施

状況 

（３） 

※2017年１月 29 日 審査請求 

2017年３月３日 部分公開決定（2016年 12月 20日付）の取り消し 

2017年３月３日 部分公開決定（再決定） 

① 障害者支援施設に対する調査依頼に係る回答について 

  ② 福祉施設防犯リスト 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別されうるものであるた

め。 

   （２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより、当該事業の実施に著

しい支障が生じると認められるため。 

   （３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○当該施設の防犯体制に関する情報であり、公開することにより、人の生命、身体の保

護に著しい支障が生じると認められるため。 

公文書の件名 公開しない部分 
公開 

しない 

理由 

1 
①のうち障害者支援

施設一覧リスト 
公開していないグループホームの住所 （２） 

2 

①のうち障害者施設

一覧回答用紙 

公開していないグループホームの住所 （２） 

3 
夜間の緊急連絡先として指定している施設職員個人

の電話番号（上３桁を除く） 
（１） 

4 

寝たきり者数、利用者数、職員数、警備員数、機械警

備の有無、施錠状況、防犯カメラの有無及び映像保存

期間、通報装置の有無、巡回状況、避難訓練実施状況、

災害時の対応、マニュアルの有無、管理者対策の実施

状況 

（３） 

5 

①のうち各施設から

回収した調査票及び

アンケート回答用紙 

すべて （３） 

6 ②の福祉施設防犯リ 公開していないグループホームの住所 （２） 
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7 
スト 夜間の緊急連絡先として指定している施設職員個人

の電話番号（上３桁を除く） 
（１） 

8 

寝たきり者数、利用者数、職員数、警備員数、機械警

備の有無、施錠状況、防犯カメラの有無及び映像保存

期間、通報装置の有無、巡回状況、避難訓練実施状況、

災害時の対応、マニュアルの有無、管理者対策の実施

状況 

（３） 

※2017年３月 11 日 審査請求 

2017年４月７日 非公開決定 

・平成２８年（２０１６年）第３回町田市議会定例会における一般質問（９月６日 白川哲也議

員）に関する次の文書 

１ 質問主旨・答弁要旨 

２ 確認用答弁書（一般質問） 

３ 想定質問・答弁要旨シート 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○公開することにより、今後の答弁の検討、作成に著しい制約を受けることが明らかであ

るため。 

※2017年４月 12 日 審査請求 

 

2016-61 2016年 10月 28 日 …………………………………………（子ども生活部子ども総務課） 

■相模原事件について 

神奈川県立津久井やまゆり園で今年 7 月 26 日頃に起きた障害者殺識事件に関する情報―切。た

とえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や都県や他市等からの文書、警察や議会や

国や都県や他市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公

表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、

交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第 38条及び 35条に規定される文書およびそれに相当する

文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、FAX、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、そ

の他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそ

れらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上

記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非

開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求

した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報

も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保

存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す

情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。 

2016 年 11月７日 決定延期  

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 12月 16日 公開決定 

・社会福祉施設等における入所者等の安全の確保について 

・社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知） 

※2017年１月 29 日 審査請求 

 

2016-62 2016年 10月 28 日 ………………………………………（子ども生活部保育・幼稚園課） 

■相模原事件について 

神奈川県立津久井やまゆり園で今年 7 月 26 日頃に起きた障害者殺識事件に関する情報―切。た

とえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や都県や他市等からの文書、警察や議会や

国や都県や他市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 43 

表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、

交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第 38条及び 35条に規定される文書およびそれに相当する

文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、FAX、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、そ

の他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそ

れらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上

記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非

開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求

した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報

も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保

存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す

情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。 

2016 年 11月７日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年 12月 16日 公開決定 

・学校における安全管理の徹底等について（依頼） 

・幼保連携認定こども園における安全管理の徹底等について（通知） 

・関係機関と連携した学校における安全管理の徹底等について（依頼） 

・社会福祉施設等における防犯にかかる安全の確保について（通知） 

※2017年１月 29 日 審査請求 

 

2016-63 2016年 12月５日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■対象地（東京都町田市○○町○○○○番地）において、建築基準法第６条１項における確認申請

がなされていない、擁壁が設置されているが、御庁におかれて、法第 99 条第２項に基づく告発

および法９条１項に基づく、違反を是正するための必要な措置を命じたか否かがわかる書面 

2016 年 12月 16日 不存在決定 

理由：建築基準法第９条第１項の規定にに基づく命令及び建築基準法第 99条第２項の罰則にか

かる告発を行っていないため。 

 

2016-64 2017年１月 25日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■2012年、2013年、2014年、2015年度の町田市議会政務活動費の各会派の会計帳簿（資料一式） 

2017年２月１日 不存在決定 

理由：町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第 11 条に、当該会計帳簿は、政務活

動費の交付を受けた会派の代表者が備えることと規定されていますが、町田市議会議長へ

の提出義務については規定されていません。従って、実施機関である町田市議会としては、

ご請求の公文書は保有していません。 

※2017年２月 20 日 審査請求 

 

2016-65 2017年１月 31日 ………………………………………………（環境資源部環境政策課） 

■「最終処分場の跡地利用に関する文章全て」 「一般廃棄物の最終処分場の埋め立て処分終了届

出書及び添付資料」 

2017 年２月 14日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年２月 20日 公開決定 

・町田リサイクル文化センター周辺まちづくりワークショップニュース第１号 

・町田リサイクル文化センター周辺まちづくりワークショップ第１回キックオフ・ミーティング 

2016 年２月 20日 非公開決定 
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・循環型施設整備推進本部資料及び議事録 

・周辺まちづくり検討専門部会資料及び議事録 

・町田リサイクル文化センター周辺地域まちづくり協議会との意見交換会資料及び議事録 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

○市の意思決定が未了の事項に関する情報であって、公開することにより公正かつ適正な

意思決定に著しい支障が生じる場合があるため。 

2017年２月 20日 不存在決定 

・一般廃棄物の最終処分場の埋め立て処分終了届出書及び添付資料 

理由：埋め立て処分の終了届出書及び添付資料は作成しておりません。 

 

2016-66 2017年１月 31日 ………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■「最終処分場の跡地利用に関する文章全て」 「一般廃棄物の最終処分場の埋め立て処分終了届

出書及び添付資料」 

2017 年２月 14日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2016 年２月 24日 非公開決定 

（１） 町田市５カ年計画 17－21（案） 

（２） 町田市市有財産活用検討委員会資料及び議事録 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

○市の意思決定が未了の事項に関する情報であって、公開することにより公正かつ適正な

意思決定に著しい支障が生じる場合があるため。 

 

2016-67 2017年２月１日 ………………………………………………………………（議会事務局） 

■モバイル端末のインターネット検索記録 

 （１）端末の特定（「誰の」「どこの」等、端末を特定できる内容）全市議会議員 

 （２）対象の期間 第４回定例会本会議と常任員会開会時間のもの 

2017 年２月３日 部分公開決定 

【モバイル端末のインターネット検索記録（全市議会議員）】 

01_20161130（本会議 提案理由説明）.csv 

02_20161205（本会議 一般質問）.csv 

03_20161206（本会議 一般質問）.csv 

04_20161207（本会議 一般質問）.csv 

05_20161208（本会議 一般質問）.csv 

06_20161209（本会議 一般質問）.csv 

07_20161212（本会議 質疑）.csv 

08_20161213 文教社会常任委員会【該当者なし】.csv 

09_20161213 建設常任委員会【該当者なし】.csv 

10_20161214 総務常任委員会.csv 

11_20161214 健康福祉常任委員会.csv 

12_20161222 （本会議 表決）.csv 

※上記の記録は、2017年１月６日付の情報提供依頼に対応するため、通信事業者から取り寄せた

上、同年１月 19日に提供を行ったものであり、当該情報提供の記録として保有しているもの

です。 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

   ○個々の端末に割り当てられた電話番号やシリアル番号を公開することにより、契約者へ

のなりすまし等が可能になることから、市の事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は

公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

    ・電話番号・シリアル番号 



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 45 

 

2016-68 2017年１月 31日 ………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■「最終処分場の跡地利用に関する文章全て」 「一般廃棄物の最終処分場の埋め立て処分終了届

出書及び添付資料」 

2017 年２月 14日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年２月 15日 部分公開決定 

・町田市ごみ資源化施設建設に伴う周辺地域のまちづくりの推進及び住環境の整備等に関する要

望書（13町市協要第 68号） 

・町田市ごみの資源化施設建設に伴う要望について（回答）（13町市協要第 68号の２） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものであるた

め。 

   ・要望書を提出した団体（法人化している団体を除く）の代表者名 

 

2016-69 2017年２月 14日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■野津田公園内にクアハウスを建設する計画に関し、市民（野津田町内会長ら）、業者と市の担当

課とのやり取りを示した文書 

2017 年２月 17日 不存在決定 

理由：請求内容に該当する公文書の作成、取得は行っていないため。 

 

2016-70 2017年２月 14日 ………………………………………………（経済観光部産業観光課） 

■町田法人会が平成 14年に原町田大通り（の歩道）に寄贈した三橋國民氏作品の‟明けゆく”受領

に際してのやりとりを示した文書 

2017 年２月 23日 公開決定 

 ・寄附物品目録・明細ほか 平成 14年９月２日 

 2017 年２月 23日 部分公開決定 

 寄附の申出書による寄附の受理について 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報であって、公開することにより特定個人のプライバシーを侵害するお

それがあるため。 

     ・寄附申請者（個人）の住所 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○公開し、情報が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用されるおそれがあり、

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認めらるため。 

     ・寄附申請者（法人）の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

 ○公開し、情報が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用されるおそれがあ 

り、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認めらるため。 

     ・寄附申請者（個人）の印影 

 

2016-71 2017年２月 16日 ………………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■１ 生活保護法第 78条の決定にあたってのケース診断会議録および添付資料。平成 26年度、27

年度分すべて 

 ２ 平成 24年度以降の生活保護不正受給に関わる被害届、告訴状およびその原議、添付資料全    

   て 

 ３ 生活保護法第 78条決定にあたっての自治体独自のマニュアル、申し合わせ事項 

 ４ 自治体独自の生活保護不正受給防止のためのマニュアル 
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2017 年２月 21日 決定延期 

理由：請求された該当資料の精査に時間を要するため。 

2017 年４月 10日 非公開決定 

公文書件名 日付 

告訴状 平成 24 年９月 26日 

〃 平成 25 年９月 24日 

〃 平成 28 年１月 15日 

ケース診断会議 記録票 2014 年４月４日 

〃 2014 年４月８日 

〃 2014 年６月 20日 

〃 2014 年８月 19日 

〃 2014 年８月 26日 

〃 2014 年９月 18日 

〃 2014 年９月 18日 

〃 2014 年 10 月８日 

〃 2014 年 10月 17日 

〃 2014 年 11月 17日 

〃 2014 年 11月 17日 

〃 2014年 12 月３日 

〃 2014 年 12 月５日 

〃 2014 年 12月 16日 

〃 2015 年１月８日 

〃 2015 年２月６日 

〃 2015 年３月 25日 

〃 2015 年５月 29日 

〃 2015 年６月 25日 

〃 2015 年８月 31日 

〃 2015 年８月 31日 

〃 2015 年９月 28日 

〃 2015 年 10月 13日 

〃 2015 年 10月 13日 

〃 2016 年１月 18日 

〃 2016 年１月 18日 

〃 2016 年２月４日 

〃 2016 年２月 15日 

〃 2016 年２月 22日 

〃 2016 年３月３日 

〃 2016 年３月 18日 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、または識別され得るものであるため。 

2017 年４月 10日 不存在決定 

・生活保護法第 78条決定にあたっての自治体独自のマニュアル、申し合わせ事項 

・自治体独自の生活保護不正受給防止のためのマニュアル 

理由：市独自で当該マニュアル等の作成をしていないため。 

 ※2017年６月９日 審査請求 

 

2016-72  2017年２月 17日 ……………………………………（文化スポーツ振興部文化振興課） 

■町田市５カ年計画 17－21に基づき建設又は改修を行う建物についてわかる文書 
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 2017 年２月 24日 決定延期 

 理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及びとりまとめ

に時間を要するため。 

 2017 年３月 17日 公開決定 

 ・（仮称）町田市立国際工芸美術館基本設計業務委託基本設計図書 

 

2016-73  2017年２月 17日 ………………………………………（都市づくり部地区街づくり課） 

■・野津田東土地区画整理組合に対する 1999年度土地区画整理事業助成金割当内示書について 

 ・野津田東土地区画整理組合に対する 2013年度土地区画整理事業助成金割当内示書について 

 2017 年２月 20日 公開決定 

 ・平成 11年度野津田東土地区画整理事業助成金交付指令書について 

 ・野津田東土地区画整理組合に対する 2013 年度土地区画整理事業助成金割当内示書について 

 

2016-74 2017年２月 20日 ………………………………………………………………（議会事務局）    

■2014年財政援助団体等の監査の際の町田市代表監査委員と町田市議会議長の間でかわされた文

書全て 

2017 年３月１日 公開決定 

・2015 年３月 31日付け 14町市議第 745号の文書「監査の結果に基づく改善等の措置状況につい

て（通知）」（控） 

2017 年３月 1日 不存在決定 

・2014年 10月６日付け 14町監第 159号の文書「2014年財政援助団体等の監査の実施について(通

知)」＜議長宛（主管部課用）＞(原本)及び同日付け同件名で通知された文書＜議長宛（会派

用）＞（原本） 

・2015 年２月 23 日付け 14 町監第 159 号の２の文書「2014 年財政援助団体等監査の結果につい

て」（原本） 

理由：2016 年４月に廃棄したため、保有していません。 

 

2016-75 2017年２月 21日 ………………………………………………………………（監査事務局） 

■2014年財政援助団体等の監査の実施に関して、監査事務局が監査の対象となっている 13団体と

主管部課に対して行なったやりとりの文書全て 

2017 年３月１日 公開決定 

・2014年財政援助団体等監査の実施について（通知）（2014 年 10月 3日/14 町監第 159 号） 

・2014年財政援助団体等監査の実施について（通知）（2014 年 10月 3日/14 町監第 160 号） 

・2014年財政援助団体等の監査に係る資料の提出等について（依頼）（2014 年 10月３日） 

・2014年財政援助団体等の監査に係る資料の提出等について（依頼）（2014 年 10月 20日） 

・2014年財政援助団体等の監査に係る資料返却予定の変更について（依頼） 

・2014年財政援助団体等の監査に係る監査委員のヒアリングについて（通知） 

・2014年財政援助団体等の監査に係る監査委員のヒアリング事項の追加について（通知） 

・2014年財政援助団体等の監査に係る資料の確認について（依頼） 

 

2016-76 2017年２月 24日 …………………………………………（生涯学習部生涯学習センター） 

■生涯学習センター発行の生涯学習ナビ情報誌 2015年 10月～2016年 12月末まで相模女子大学

単独講座についやした財務会計 掲載費用（1 冊毎の費用） 

2017 年３月８日 公開決定 

・生涯学習ＮＡＶＩ 2015 年 10月～2016 年 12月末 

印刷物作成に要する経費算定シート（2015 年 10月～12月）① 

印刷物作成に要する経費算定シート（2015 年 10月～12月）② 

印刷物作成に要する経費算定シート（2015 年 10月～12月）③ 

印刷物作成に要する経費算定シート（2016 年１月～３月） 
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印刷物作成に要する経費算定シート（2016 年４月～６月）① 

印刷物作成に要する経費算定シート（2016 年４月～６月）② 

印刷物作成に要する経費算定シート（2016 年４月～６月）③ 

印刷物作成に要する経費算定シート（2016 年７月～９月） 

印刷物作成に要する経費算定シート（2016 年 10月～12月） 

 

2016-77 2017年３月 14日 …………………………………………………（環境資源部環境政策課） 

■町田市におけるごみの有料化に伴い、2016年１年間における下記の項目それぞれにつき町田市

が作成・取得した文章。 

１.ごみ有料化によってできた町田市の利益 

２.ごみ袋のお金は何に利用されているのか 

2017 年３月 23日 公開決定 

①町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金の繰入について《2015 年度・２回目》 

②町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金の繰入について《2015 年度・３回目》 

③町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金の繰入について《2016 年度・１回目》 

④2017年度 廃棄物減量再資源化等推進整備基金 繰入金＜当初予算＞ 

⑤町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金の積立について《2015 年度・２回目》 

⑥町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金の積立について《2015 年度・３回目》 

⑦町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金の積立について《2016 年度・１回目》 

⑧基金台帳（2015 年度以降） 

⑨2015年度（平成 27年度）清掃事業概要（抜粋） 

 

2016-78 2017年２月 17日 ………………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■町田市５ヵ年計画 17－21に基づき、建設または改修を伴う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及びとりまとめ

に時間を要するため。 

2017 年３月 24日 公開決定 

・町田市次期５ヵ年計画（2017年度～2021 年度）重点事業のエントリーシートの提出について

（提出） 

 

2016-79 2017年２月 17日 ………………………………………（いきいき生活部いきいき総務課） 

■町田市５ヵ年計画 17－21に基づき、建設または改修を伴う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及びとりまとめ

に時間を要するため。 

2017 年４月 18日 公開決定 

・町田市ホームページ掲載について（認知症高齢者グループホーム整備運営候補事業者募集（2016

年度整備分）） 

・町田市ホームページへの掲載について（認知症対応型共同生活介護整備運営候補事業者（2016

年度整備分）の選定結果について） 

 

2016-80 2017年２月 17日 ……………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■町田市５ヵ年計画 17－21に基づき、建設または改修を伴う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及びとりまとめ

に時間を要するため。 

2017 年４月４日 公開決定 

・学童保育の質の向上５ヵ年計画～子どもたちの安全と安心のために～ 
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2016-81 欠番 

 

2016-82 2017年 2月 17日 ……………………………………………（都市づくり部都市政策課） 

■町田市５ヵ年計画 17-21に基づき、建設又は改修を行う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年３月 28日 公開決定 

・町田市鶴間公園基本設計図書 計画平面図（着彩） 

・町田市鶴間公園基本設計図書 計画平面図 

 

2016-83 2017年 2月 17日 ……………………………………………（下水道部水再生センター） 

■町田市５ヵ年計画 17-21に基づき、建設又は改修を行う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年３月 29日 公開決定 

・平成 23年度 町田市鶴見川クリーンセンター実施設計業務委託 業務概要書 建築編 

2017年３月 29日 部分公開決定 

・町田市下水道総合地震対策計画（第Ⅱ期） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

○町田市と国土交通省との間における意思決定が未了の事項であって、公開することによ

り公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるため。 

・概算事業費 

 

2016-84 2017年 2月 17日 ……………………………………………………（学校教育部施設課） 

■町田市５ヵ年計画 17-21に基づき、建設又は改修を行う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年４月 11日 公開決定 

・町田市立町田第一中学校改築工事基本設計書（抜粋） 

・鶴川第一小学校体育館棟改築工事 配置図・平面図 

・町田第一小学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・町田第六小学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・南第三小学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・小山田南小学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・南大谷中学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・成瀬台中学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・南成瀬中学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・木曽中学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・金井中学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・堺中学校建築工事（トイレ改修） 案内図・配置図・平面図 

・町田市立南成瀬中学校外２校特別教室等空気調和設備設置工事 平面図 

・町田市立忠生中学校外２校特別教室等空気調和設備設置工事 平面図 

・町田市立堺中学校外１校特別教室等空気調和設備設置工事 案内図・配置図・平面図 

・町田市立金井中学校外２校特別教室等空気調和設備設置工事 案内図・配置図・平面図 

・鶴川第二中学校外１校機械設備工事（特別教室空調設置） 平面図 

・山崎中学校外１校機械設備工事(特別教室空調設置) 平面図 
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・忠生中学校機械設備工事（特別教室空調設置） 平面図 

 

2016-85 2017年 2月 17日 ………………………………………………（学校教育部保健給食課） 

■町田市５ヵ年計画 17-21に基づき、建設又は改修を行う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年４月７日 公開決定 

・町田市立鶴川第一小学校改築工事給食室機器配置図 

 

2016-86 2017年 2月 17日 ……………………………………………（学校教育部教育センター） 

■町田市５ヵ年計画 17-21に基づき、建設又は改修を行う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017年３月 30日 部分公開決定 

・2017年度工事等予定事業一覧表（各課要求時点） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○公開することにより、今後発注する工事等の予定価格の類推を可能にする等の弊害が考

えられることから、市の事務又は事業の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

・予算額 

 

2016-87 2017年 2月 17日 …………………………………………（生涯学習部生涯学習総務課） 

■町田市５ヵ年計画 17-21に基づき、建設又は改修を行う建物についてわかる文書 

2017 年２月 24日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2017 年３月 28日 公開決定 

 ・高ヶ坂石器時代遺跡整備実施設計業務委託 

   牢場・稲荷山遺跡 建築工事 

 ・高ヶ坂石器時代遺跡整備実施設計業務委託 

   八幡平遺跡 建築工事 

 

2016-88 2017年３月 22日 ……………………………………………………………（監査事務局） 

■2014 年財政援助団体監査の実施にあたって、結果を決定する為に内部で作成されたあるいは取

得した資料全て 

2017年３月 31日 部分公開決定 

・「2014年財政援助団体等監査結果報告書の調書について」 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○監査結果の合議に至るまでの過程で使用した資料を公開することにより、監査事務の執

行に関し監査対象が非協力的・消極的姿勢をとり、正確な事実の把握が困難になるなど、

今後の公正かつ適正な監査の実施を著しく困難にすると認められるため。 

・各会派確認状況 

・「2013年度 政務活動費交付状況」のうち、支出項目別の確認状況に係る部分 
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３ 年度・実施機関別情報公開請求の件数（2007年度以降、括弧内は取下げ件数） 

 

実施機関
　　年度
 種別

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 計

請　求 75(6) 106(6) 95(7) 255(8) 115(12) 162(16) 70(5) 18(2) 44(2) 63 1003(64)

不服申立て 6 21 22 11 2   1  5 68 

請　求 12(1)  2 24 6(1) 17 1 6(1) 4 6 78(3)

不服申立て           0 

請　求          1 1 

不服申立て           0 

請　求     1 1   1 2 5 

不服申立て           0 

請　求 6 1  1 1(1)      9(1)

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求   3 2 1 5 1(1) 1  2 15(1)

不服申立て          1 1 

請　求 2  1 1 2    7 12 25 

不服申立て         1 3 4 

請　求 95(7) 107(6) 101(7) 283(8) 126(14) 185(16) 72(6) 25(3) 56(2) 86 1136(69)

不服申立て 6 21 22 11 2 0 0 1 1 9 73 

議　会

計

病院事業
管理者

市　長

教育委員会

選挙管理
委員会

監査委員

固定資産評価

審査委員会

農業委員会
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