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第２章 個人情報開示等請求の状況 

 

１ ２０１６年度の経過 

２０１６年度の請求の特徴としては、住民票の写し等交付請求書や印鑑登録証明書交付申請

書に関する記録、生活援護課や障がい福祉課における相談の記録等の開示請求が数多く行われ

ました。 

１年間の請求件数は５７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年度実施機関別個人情報開示等請求件数 

実施機関 主管部課 件数 小計 

市 長 

財 務 部 納 税 課 １ 

５２ 

市 民 部 

市 民 協 働 推 進 課 １ 

市 民 課 ２７ 

忠生市民センター １ 

鶴川市民センター １ 

鶴川市民センター 

小山市民センター 
１ 

堺 市 民 セ ン タ ー １ 

小山市民センター ２ 

地 域 福 祉 部 
生 活 援 護 課 ４ 

障 が い 福 祉 課 ８ 

いきいき生活部 保 険 年 金 課 ３ 

保 健 所 生 活 衛 生 課 １ 

子 ど も 生 活 部 
子 ど も 家 庭 

支 援 セ ン タ ー 
１ 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課 ５ ５ 

選挙管理委員会 
 

０ ０ 

監 査 委 員 
 

０ ０ 

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 
 

０ ０ 

議 会 
 

０ ０ 

合 計 
 

５７ ５７ 

 

※開示等とは開示、訂正、消去等及び利用等の中止をいいます。 
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（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 市外に住所を有する個人 合計 

請求者数 ４４人 ３人 ４７人 

請求件数 ５４件 ３件 ５７件 

※１人当たりの請求件数約１．２件、１人最大請求件数４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 
開示等 部分開示等 非開示等 不存在 

存否応答 

拒否 

３１件 ２６件 ３件 １９件 ０件 ７９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）非開示(部分開示を含む)情報の事項別内訳 

非  開  示  事  項 

合計 １号 
法令秘
情報 

２号 
評価等
情報 

３号 
第三者
情報 

４号 
法人 
情報 

５号 
意思決定 
過程情報 

６号 
行政執
行情報 

７号 
本人不利
益情報 

８号 
公益 
情報 

０件 ３件 ２７件 ５件 ０件 ９件 ０件 ０件 ４４件 

※１件の非開示(部分開示)決定に複数の事項が該当する場合があります。 

 

 

 

 
 

非開示情報 

個人情報保護制度では、実施機関の保有している自己に関する個人情報はすべて

本人開示が原則となりますが、個人情報保護条例第２１条第１項では、その例外と

して、開示しないことができる個人情報の範囲を次の８項目と定めています。 

１号 法令秘情報 → 法令上の秘密にあたる情報 

２号 評価等情報 → 個人の評価等に関する情報 

３号 第三者情報 → 第三者に関する個人情報 

４号 法人情報 → 企業等の法人に関する情報 

５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 

６号 行政執行情報 → 行政の事務・事業の運営に関する情報 

７号 本人不利益情報 → 代理人が請求する場合で、本人に不利益な情報 

８号 公益情報 → 審議会が公益上開示しないと認めた情報 
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２ ２０１６年度個人情報開示等請求・決定の内容 

 

                                 表 記 内 容 の 説 明 

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

■請求内容 ・・・・・・・・ 

 決定年月日 決定内容 

 ・対象個人情報記録の件名 ・・・・・・・・ 

理由：（部分開示等、非開示等、不存在、存否応答拒否、決定延期の理由） ・・・・・・・・ 

※備考・・・・・・・・ 

 

 

2016-１ 2016年４月６日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2016年３月１日～４月６日） 

2016 年４月 20日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の、公用による戸籍謄本等の交付について（依頼）、

2016年３月９日付け 

2016 年４月 20日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書 2016 年３月８日受付分 

②戸籍証明書等交付請求書 2016年３月８日受付分 

③戸籍証明書等交付請求書 2016年３月 17日受付分 

④住民票謄本（抄本）の請求について（依頼） 2016 年４月４日付け 

⑤住民票の写し等交付請求書 2016 年４月６日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号・本人確認書

類の種別の欄 

   ・②のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号・使う方（請

求者）欄の住所、氏名、請求者の資格・本人確認書類の種別の欄 

   ・③のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号 

   ・④のうち、対象者氏名 

   ・⑤のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号 

 

2016-２ 2016年４月６日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2016年３月１日～４月６日） 

2016 年４月 20日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①公用による戸籍謄本等の交付について（依頼） 2016 年３月９日付け 

②住民票の写し等交付請求書 2016 年３月８日受付分 

③戸籍証明書等交付請求書 2016年３月８日受付分 

④戸籍証明書等交付請求書 2016年３月 17日受付分 

⑤住民票謄本（抄本）の請求について（依頼） 2016 年４月４日付け 

⑥住民票の写し等交付請求書 2016 年４月６日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、本人氏名 

・②のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号・本人確認書
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類の種別の欄 

   ・③のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号・必要な方の

氏名（生年月日）欄・使う方（請求者）欄の住所、氏名、請求者の資格・本人確認書類

の種別の欄 

   ・④のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号 

   ・⑤のうち、対象者氏名 

   ・⑥のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号 

 

2016-３ 2016年５月 10日 開示請求 ……………………………………（市民部市民協働推進課） 

■消費生活センター相談記録（2014年８月～2015年６月） 

2016 年５月 19日 部分開示決定 

・消費生活相談情報 

 情報番号 13049-2014-○○○○○、13049-2014-□□□□□ 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・情報番号 13049-2014-□□□□□のうち、購入・契約先の担当者の氏名 

 

2016-４ 2016年５月 26日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2016年５月 14日～５月

26日） 

2016 年６月３日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付

申請書は存在いたしません。また、町田市に本籍がないため戸籍証明書等の発行ができま

せん。よって、戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。 

 

2016-５ 2016年６月１日 開示請求 ………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■2016年５月 31日 生活援護担当者○○氏と直属係長の２名と、公社へ、不正書類の確認及び話

し合いのため、私と二男□□□□が市役所で○○氏に相談後、４人で、公社に向かいました。平

行線のまま、帰りましたが、（私の願うところです。以前に住民票を渡しているのですから、そ

の後の不正書類を虚偽により提出したことが、この度悪用されたと思います） 

 2016 年６月２日 開示決定 

・ケース記録票 

 

2016-６ 2016年６月８日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2013年６月７日～2016年６月７日） 

2016 年６月 21日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○のの印鑑登録証明書交付申請書 

2014 年１月 30日、2014 年５月９日、2014 年９月５日、2015 年５月８日、2015 年 10 月９日、

2016年１月 29日受付分 

 

2016-７ 2016年６月８日 開示請求 …………………………………………（保健所生活衛生課） 

■私が相談した飼い主のしつけの件で保健所が対応した記録 

2016 年６月 21日 部分開示決定 

・苦情・要望・相談等受理（処理）簿（受付番号：平成 28年度－○○）2016 年５月 12日～６月

８日分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 
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   ・飼い主の「名前」、「住所」、「電話番号」 

   ・処理内容（2016 年５月 20 日）の記録のうち飼い主の「名前」 

   ・処理内容（2016年５月 23日から 24日）の記録のうち飼い主の「名前」、「飼い主が話し

た内容」  

  ：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

○開示をすることにより、当該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。 

   ・処理内容（2016年５月 23日から 24日）の記録のうち飼い主の「名前」、「飼い主が話し

た内容」 

   ・2016 年６月１日の記録のうち「飼い主の情報に関する内容」 

 

2016-８ 2016年６月 13日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2015年１月 23日～2016年６月 13 日） 

2016 年６月 24日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書 2015 年１月 27日受付分  

②住民票の写し等、戸籍証明書等交付請求書 2015 年１月 28 日受付分 

③捜査関係事項照会書 2016年４月 20日付け 

④住民票の写し等交付請求書 2016 年５月 30日受付分 

2016 年６月 24日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①公用による戸籍謄本等の交付について（依頼） 2015 年１月 22日付け、１月 23日受付分 

②住民票の写し等の交付依頼について 2015 年４月 20 日付け 

③住民票の写し等の交付依頼について 2015 年 10月 30日付け 

④住民票等の請求申請書 2015年 12月１日付け 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、本人の氏名・本籍地・筆頭者の氏名 

・②のうち、責任者・所長の氏名、責任者の本人確認書類（社員証、健康保険被保険者証

の表面・裏面）の写し 

   ・③のうち、責任者の氏名、責任者の本人確認書類（社員証、健康保険被保険者証の表面・

裏面）の写し 

   ・④のうち、担当者の氏名・印影、担当者の本人確認書類（免許証、社員証の表面・裏面）

の写し 

：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第４号に該当 

     ○印影部分を開示し、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。 

・②、④のうち、 法人の印影 

 

2016-９ 2016年７月５日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■５月下旬（24日頃）の電話の時点で、○○保健師が把握していた私の相談記録 

（2016年７月 12 日 請求書の補正）  

2016 年７月 21日 開示決定 

・精神保健福祉相談記録（５月 24日の電話で相談されたご本人の記録について） 

 

2016-10 2016年７月 28日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■障がい福祉課にある本人の記録 

 2016 年８月９日 開示決定 
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・精神保健福祉相談記録 

・障害福祉サービス等支給決定台帳 

・障害福祉サービス管理（障がい者自立支援給付システムにおける管理データ） 

 

2016-11 2016年８月 12日 開示請求 ………………………………（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●●さん確認～平成

28年１月 15日保険税係とのやりとり 

2016 年８月 18日 開示決定 

・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） 

 

2016-12 2016年８月 12日 開示請求 ……………………………………（市民部堺市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2015年８月 13日～2016年８月 12日） 

2016 年８月 23日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○のの印鑑登録証明書交付申請書 

2016年７月 21日受付分 

 

2016-13 2016年８月 30日 開示請求…………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2016 年４月１日～８月

30日） 

2016 年９月 13日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書、2016 年４月 14 日受

付分 

2016 年９月 13日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2016 年４月 28 日受

付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・申請者（窓口に来た方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係の欄 

   ・住民票の写し等：必要な方の住所、使う方（請求者）欄の住所・氏名・請求者の資格・

使いみち 

2016 年９月 13日 不存在決定 

理由：町田市に本籍がないため戸籍証明書等の発行ができません。よって、戸籍証明書等交付請

求書は存在いたしません。 

   印鑑登録がされていないため、印鑑登録証明書の発行ができません。よって、印鑑登録証

明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2016-14 2016年９月１日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2016年６月 14日～９月１日） 

2016 年９月 14日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍の附票、住民票交付申請書 2016 年６月 27

日付け 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・担当者の氏名、担当者の本人確認書類（名刺、運転免許証） 
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：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第４号に該当 

     ○印影部分を開示し、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 

 

2016-15 2016年９月１日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2015年１月 23日～2016年９月１日） 

2016 年９月 14日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①公用による戸籍謄本等の交付について（依頼） 2015 年１月 22日付け 

②住民票の写し等交付請求書 2015 年５月 26日受付分 

③戸籍謄本（除籍謄本）及び附票等の送付依頼について 2016 年８月２日付け 

2016 年９月 14日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書 2015 年１月 27日受付分  

②住民票の写し等、戸籍証明書等交付請求書 2015 年１月 28 日受付分 

③住民票の写し等交付申請書 2015 年 10月 22日付け 

④住民票の写し等の交付依頼について 2015 年 11月５日付け 

⑤住民票申請 2015 年 11月 17日付け 

⑥住民票交付願 2016年１月 17日付け 

⑦住民票の写し等交付申請書 2016 年１月 18日付け 

⑧住民票の写し等交付申請書 2016 年４月６日付け 

⑨捜査関係事項照会書 2016年４月 21日受付分 

⑩住民票交付願 2016年５月 23日付け 

⑪住民票交付願 2016年６月 13日付け 

⑫住民票申請 2016 年７月 27日付け 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号 

住民票の写し等：必要な方の住所、氏名、生年月日の欄、使う方（請求者）欄の住所、

氏名、請求者の資格、使いみち 

本人確認の書類欄及び本人確認書類 

 欄外メモ（２件） 

・②のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号・請求者との

ご関係の欄 

住民票の写し等：必要な方の住所、氏名、生年月日の欄・使う方（請求者）欄の住所、

氏名、請求者の資格、使いみち 

戸籍証明書等：必要な方の氏名、生年月日、使う方（請求者）欄の住所、氏名、請求者

の資格、使いみち 

本人確認の書類欄及び本人確認書類 

   ・③のうち、担当者の氏名、住所、印影、担当者の本人確認書類（社員証、運転免許証）

の写し 

・④のうち、責任者の氏名、責任者の本人確認書類（社員証、健康保険証の表面・裏面） 

   ・⑤のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類（社員証、運転免許証） 

・⑥のうち、申請者の氏名、申請者の本人確認書類（社員証、運転免許証） 

   ・⑦のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類（社員証、運転免許証） 

・⑧のうち、申請者の氏名、申請者の本人確認書類（社員証、運転免許証） 

・⑨のうち、対象者の氏名、生年月日 
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・⑩のうち、担当者の氏名 

・⑪のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類（社員証、運転免許証） 

・⑫のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類（社員証、運転免許証） 

：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第４号に該当 

    ○印影部分を開示し、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。 

・③、⑤～⑧、⑪、⑫のうち、 法人の印影 

 

2016-16 2016年９月１日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2015年４月１日～2016年９月１日）、戸籍証明書等交付請求書、印

鑑登録証明書交付申請書（2013年４月１日～2016年９月１日） 

2016 年９月 13日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①印鑑登録証明書交付申請書 2013 年６月４日受付分  

②戸籍証明書等交付請求書 2013年７月 19日受付分 

③戸籍証明書等交付請求書 2013年８月５日受付分 

④戸籍証明書等交付請求書 2013年８月 21日受付分 

⑤住民票の写し等交付請求書 2015 年４月 21日受付分 

⑥住民票の写し等交付請求書 2015 年７月 17日受付分 

⑦住民票の写し等交付請求書 2016 年７月 15日受付分 

⑧住民票の写し等交付請求書 2016 年３月 28日受付分 

2016 年９月 13日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①戸籍証明書等交付請求書 2013年８月３日受付分  

②戸籍証明書等交付請求書 2013年 10月５日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、申請者の氏名、住所、電話番号、生年月日、請求者とのご関係、本籍地、筆

頭者の氏名及び生年月日、必要な方の氏名及び生年月日 

・②のうち、申請者の氏名、住所、電話番号、生年月日、請求者とのご関係、本籍地、筆

頭者の氏名、印鑑登録番号 

     

2016-17 2016年９月７日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2015年４月１日～2016年９月７日）、戸籍証明書等交付請求書（2013

年４月１日～2016年９月７日） 

2016 年９月 14日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書 2016 年７月８日受付分 

②住民票の写し等交付請求書 2016 年９月７日受付分 

2016 年９月 14日 不存在決定 

理由：町田市に本籍がないため戸籍証明書等の発行ができません。よって、戸籍証明書等交付請

求書は存在いたしません。 

 

2016-18 2016年９月 15日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2016年８月 20日～９月 15日） 

 2016 年９月 27日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 
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2016-19 2016年９月 15日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■・娘のことで相談した記録（対応）、（入院時母同席した際に）病院側での決定された事 

・過去９年にわたって娘に対しての母子分離、不調（母緊急）等の相談対応 

2016 年９月 28日 決定延期 

 理由：対象となる文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2016 年 11月 14日 部分開示決定 

・○○○○氏「知的障がい者（児）サービス台帳」 

番号 開示しない部分 理由 

1 「04.9/29」の最下段3行の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

2 「06.11/17」の上段8行の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

3 「07.1/5」の頁の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

4 「07.1/15」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

5 「07.1/15」の記録の別紙「○○

様の関係者会議のまとめ」 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

6 「1/23」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

7 「1/25」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

8 「07.1/25」の記録の別紙「○○

大学にて医師説明」 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

9 「1/29」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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10 「2/22」の頁の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

11 「07.3/2」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

12 「9/18」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

13 「12/17」の記載の4行目～5行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

14 「2/29」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

15 「3/27」の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

16 「08.3/28」の2頁目の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

17 「2009.1.23」の上段2行の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

18 「2009.12.1」の1頁目の下から12

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

19 「2009.12.1」の1頁目の下から6

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

20 「2009.12.1」の1頁目の下から5

行目後段 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 
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21 「2009.12.1」の1頁目の下から1

行目後段 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

22 「2009.12.1」の2頁目の5行目中

段 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

23 「2011年2月15日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

24 「2011年2月22日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

25 「2011年3月29日」の記載の後段 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

26 「2011年4月12日」の後段3行の記

載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

27 「2012年6月20日」の2行目～7行

目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

28 「2012年6月21日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

29 「2012年7月10日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

30 「2013年8月8日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

31 「2013/08/15」の記載（18行目及

び19行目前段を除く） 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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32 「2013年8月16日」の下段4行の記

載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

33 「2013年8月19日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

34 「2013年8月21日」の記載の「追

記」を除く部分 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

35 「2013年8月21日 追記」の1行目

後段～3行目前段及び8行目後段

の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

36 「2013年8月22日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

37 「2013年9月18日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

38 「2013年10月（日付不明）」の記

載の全て 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

39 「2013年10月16日」の5行目～15

行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

40 「2014年2月27日」の15行目後段

の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

41 「2014年2月27日」の16行目～19

行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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42 「2014年4月7日」の6行目前段の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

43 「2014年4月9日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

44 「2014年4月11日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

45 「2014年4月24日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

46 「2014年5月1日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

47 「2014年7月30日」の1行目～18

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

48 「2014年7月30日」の最終行 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

49 「2014年8月1日」の1行目～3行目

の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

50 「2014年8月6日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

51 「2014年8月25日（月）」の記載

の全て 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

52 「2014年9月1日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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53 「2014年9月2日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

54 「2014年9月8日」の1行目～2行目

の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

55 「2014年9月8日」の10行目後段の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

56 「2014年9月10日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

57 「2014年9月11日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

58 「2014年9月16日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

59 「2014年9月25日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

60 「2014年10月2日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

61 「2014年10月31日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

62 「2014年11月4日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

63 「2014年11月5日」の1行目～4行

目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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64 「2014年11月6日」の3行目～4行

目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

65 「2014年11月6日」の11行目～20

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

66 「2014年11月11日」の4行目～8

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

67 「2014年11月18日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

68 「2014.11.20」の3行目～5行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

69 「2014.11.28」の15行目～33行目

の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

70 「2014.12.8」の2行目～7行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

71 「2014.12.22」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

72 「2015/5/19」の16行目～21行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

73 「2015/5/20」の3行目～16行目の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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74 「2015/6/2」の14行目～19行目の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

75 「2015/6/2」の33行目の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

76 「2015/7/3」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

77 「2015/7/22」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

78 「2015/8/11」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

79 「2015/8/26」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

80 「2015/9/11」の①の6行目中段の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

81 「2015/9/11」の①の8行目後段の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

82 「2015/9/16」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

83 「2015/9/29」の②の22行目～27

行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

84 「2015/9/30」の前段の5行目～6

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 
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85 「2015/9/30」の中段の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

86 「2015/10/5」の2行目～14行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

87 「2015/10/5」の20行目～21行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

88 「2015/10/5」の21行目～22行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

89 「2015/10/5」の23行目～24行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

90 「2015/10/16」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

91 「2015/11/17」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

92 「2015/11/19」の②の6行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

93 「2015/11/25」の2行目～8行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

94 「2015/11/25」の15行目～20行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

95 「2015/11/27」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 
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96 「2015/12/1」の①の6行目前段の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

97 「2015/12/1」の①の14行目～15

行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 

98 「2015/12/1」の②の1行目～11

行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

99 「2015/12/8」の①の7行目～25

行目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

100 「2015/12/8」の最後の行 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

101 「2015/12/17」の9行目～12行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

102 「2016/1/19」の12行目～15行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

103 「2016/1/20」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

104 「2016/3/25」の①の2行目～8行

目 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

 

・忠生地域障がい者支援センター □□□□氏・○○氏「ケース記録」 

番号 開示しない部分 理由 

1 「Ｈ28.4.15」の所見欄 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 
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2 「5月10日」の1行目後段の記載 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

3 「5月10日」の下段の3行 町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

4 「5月12日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

5 「5月30日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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 「5月31日」の4行目～6行目の記

載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

7 「6月7日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示をすることに

より当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあ

るため。 

8 「6月10日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

9 「6月15日」の記載の全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務又は事業の運営に関する情報であって、

開示をすることにより当該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。 

 

・□□□□氏「精神保健福祉相談記録」 

番号 開示しない部分 理由 

1 2011年４月26日相談記録 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に

関するものであって、本人等に開示をしないことが

明らかに正当であると認められるため。 
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※2016年 12月 27日 審査請求 

 

2016-20 2016年９月 23日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証亡失届、印鑑登録申請書、印鑑登録証明書交付申請書（2016年９月２日） 

2016 年９月 29日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①印鑑登録番号□□□□□□□□の印鑑登録証亡失届 2016 年９月２日受付分 

②印鑑登録番号■■■■■■■■の印鑑登録申請書 2016年９月２日受付分 

③印鑑登録証明書交付申請書 2016 年９月２日受付分 

 

2016-21 2016年９月 29日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2015年４月１日～2016年９月 29日）、戸籍証明書等交付請求書（2013

年４月１日～2016年９月 29日） 

2016 年 10月 12日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①戸籍証明書等交付請求書 2013年５月１日受付分  

②戸籍証明書等交付請求書 2016年２月 28日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、申請者（窓口に来た方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者との

ご関係・必要な方の氏名欄の氏名、生年月日・使う方（請求者）欄の住所、氏名 

・②のうち、申請者（窓口に来た方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者との

ご関係・必要な方の氏名欄の氏名、生年月日・使う方（請求者）欄の住所、氏名、請求

者の資格、使いみち 

2016年 10月 12日 不存在決定 

 理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 

2016-22 2016年 10月７日 開示請求 …………………………………（市民部小山市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2016年６月 27日～９月 30日） 

2016 年 10月 17日 開示決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2016年９月 15日受

付分 

 

2016-23 2016年 10月７日 開示請求 …………………………………（市民部小山市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2016年６月１日～９月 30日） 

2016 年 10月 17日 開示決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2016年９月 15日受

付分 

 

2016-24 2016年 10月 11 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■何が虐待か？いつ頃の事が虐待か？ 

2016 年 10月 24日 非開示決定 

・障害者虐待防止法に基づく通報書 

・障がい者虐待相談受付 ケース記録 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

  ：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 
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○開示することにより、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。 

※2016年 12月 27日 審査請求 

 

2016-25 2016年 11月２日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等・戸籍証明書等交付請求書（2016年４月１日～11月１日） 

2016 年 11月 15日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2016 年９月６日受付

分 

2016 年 11月 15日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。 

 

2016-26 2016年 11月 10 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等・戸籍証明書等交付請求書（2015年１月１日～2016年 10月 31日） 

2016 年 11月 24日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等を請求した 

①戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書 2015 年５月 13日受付分  

②戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書 2015 年５月 25日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・「依頼者の氏名又は名称」欄の依頼者の氏名、「上記に該当する具体的事由」欄の被相続

人の死亡年月日及び氏名 

2016 年 11月 24日 不存在決定 

 理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 

2016-27 2016年 11月 15 日 開示請求 …………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■子ども家庭支援センターにおける相談記録（2016年 10月６日、10月 27日、11月１日） 

 2016 年 11月 17日 開示決定 

・相談記録（2016 年 10月６日、10 月 27日、11月１日） 

 

2016-28 2016年 11月 16 日 開示請求 …………（市民部鶴川市民センター・小山市民センター） 

■住民票の写し等交付請求書（2016年５月１日～11月 16日） 

2016 年 11月 24日 開示決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

住民票の写し等交付請求書 2016年６月２日受付分 

2016 年 11月 28日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

住民票の写し等交付請求書 2016年８月７日受付分  

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・申請者（窓口に来た方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号・請求者とのご関係欄 

 
2016-29 2016年 11月 21 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■障害者支援に基づく介護給付費等支給申請及び支給決定手続きにかかる一式の書類 

平成 25 年７月１日付の支給決定から現在に至るまでの支給決定全てについて 

１．障害者総合支援法にかかる介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 

２．前項の申請にかかる概況調査票 
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３．第１項の申請にかかる主治医意見書 

４．第１項の申請にかかる勘案事項整理票 

５．第１項の申請にかかるサービスの利用意向聴取書 

６．第１項の申請にかかる介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 

７．第１項の申請にかかる審査会への諮問書 

８．前項の諮問にかかる回答書及びその添付書類等一式 

９．障害者総合支援法にかかる介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申

請書 

10. 前項の申請にかかる介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定

通知書 

11. 第９項の申請にかかる審査会への諮問書 

12. 前項の諮問にかかる回答書及びその添付書類等一式 

13. 障害者総合支援法にかかる介護給付費支給決定に際して作成された審議会議事録及びその

他関係書類並びに録音データ等一式 

14.その他障害者支援に基づく介護給付費等支給申請及び支給決定手続にかかる一式の書類 

2016 年 12月１日 開示決定 

・障害福祉サービス支給等決定会議議事録（2013 年６月６日） 

・障害者総合支援受給者台帳システム管理データ 

2016 年 12月１日 部分開示決定 

・障害福祉サービス等支給決定台帳（次のア～オを含む） 

 ア 介護給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書    イ 概況調査票 

 ウ 医師意見書    エ 勘案事項整理票    オ 利用意向調査票 

・障害支援区分認定等の審査判定の依頼及び審査会開催・通知兼資料送付票（６/12 第２合議

体）【2015 年６月 12日起案】 

・障害支援区分認定の審査結果について（６/12 第２合議体）【2015年６月 15 日起案】 

・障害程度区分認定審査会（６/25 第４合議体）での意見聴取について（結果）【2013 年６月

26 日起案】 

・障害支援区分認定審査会（６/12 第２合議体）での意見聴取について（結果）【2015 年６月

15 日起案】 

・障害福祉サービス支給等決定会議議事録（2013 年６月 17日、2015 年６月 10日） 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者のプライバシーを侵害するお

それがあるため。 

   ・他の障害福祉サービス利用者の記録 

・障害福祉サービス事業所担当者の氏名 

・母親が通院する病院に対する調査の記録 

2016 年 12月１日 非開示決定 

町田市障害程度区分認定審査会議事録（音声データ） 

・2013年６月 25 日（第４合議体） 

・2015年６月 12 日（第２合議体） 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者の情報も含まれており、かつ、容易に分離できないため。 

：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

 〇非公開の審査会であり、開示することにより当該審査会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 年 12月１日 不存在決定 

 ・介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 

・介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 

理由：請求者に送付済みの文書であるため。 
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2016-30 2016年 11月 29 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2016 年９月１日～11 月

29日） 

 2016 年 12月 12日 開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 2016年 10月７日受付分 

②住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 2016年 11月 26 日受付分 

 2016 年 12月 12日 不存在決定 

理由：町田市に本籍がないため戸籍証明書等の発行ができません。よって、戸籍証明書等交付請

求書は存在いたしません。 

 

2016-31 2016年 11月 29 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■2016 年〇月〇日、娘□□□□のことで△△地区障害者センター▽▽所長に相談に行きました。

その際の資料を町田市役所障がい福祉課●●さんに提出、その資料 

2016 年 12月２日 部分開示決定 

・相談・通報・届出受付表 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

○市の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業

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。 

    ・【今後の対応】欄 

 

2016-32 2016年 11月 29 日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活援護課（生活就労） 全ての記録 

2016 年 12月 13日 決定延期 

理由：個人情報記録の精査・検討に時間を要するため。 

2016 年 12月 27日 部分開示決定 

・生活・就労相談記録 

№ 件名 非開示の部分 請求の一部について応じない理由 

1 支援経過記録シート 

（平成28年11月28日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

2 支援経過記録シート 

（平成28年10月20日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

3 支援経過記録シート 

（平成28年8月9日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 
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4 支援経過記録シート 

（平成28年8月9日） 

「詳細記録」欄の

11行目から17行

目までの記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

5 ○○氏ケース検討 

（2016年8月9日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

6 支援経過記録シート 

（平成28年8月3日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

7 支援経過記録シート 

（平成28年8月3日） 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

8 支援経過記録シート 

（平成28年8月2日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

9 支援経過記録シート 

（平成28年8月2日） 

「詳細記録」欄の

2行目前段の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

10 支援経過記録シート 

（経過一覧） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 
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11 支援経過記録シート 

（平成27年12月22日） 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

12 支援経過記録シート 

（平成27年10月9日） 

「支援員コメン

ト」欄の1行目後

段から2行目まで

及び5行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

13 支援経過記録シート 

（平成27年10月6日、他

機関との電話照会・協

議） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

14 支援経過記録シート 

（平成27年10月6日、他

機関との電話照会・協

議） 

「詳細記録」欄の

7行目から11行目

までの記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

15 支援経過記録シート 

（平成27年10月6日、電

話相談・連絡） 

「支援員コメン

ト」欄の5行目か

ら6行目までの記

載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 
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16 評価シート 

（平成27年9月30日） 

「現在の状況と

残された課題」欄

のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

17 支援経過記録シート 

（平成27年9月29日） 

「詳細記録」欄の

７行目後段及び

12行目後段の記

載 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

18 支援経過記録シート 

（平成27年9月24日） 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

19 支援経過記録シート 

（平成27年9月18日） 

「詳細記録」欄の

1行目後段及び12

行目後段の記載 

「支援員コメン

ト」欄の2行目か

ら3行目までの記

載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

20 支援経過記録シート 

（平成27年9月2日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 
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21 支援経過記録シート 

（平成27年9月2日） 

「詳細記録」欄の

2行目中段及び6

行目から7行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

22 支援経過記録シート 

（平成27年9月1日） 

「詳細記録」欄の

4行目後段から5

行目まで及び9行

目の記載 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

23 支援経過記録シート 

（平成27年7月29日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

24 支援経過記録シート 

（平成27年7月28日） 

「支援員コメン

ト」欄前段の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

25 インテーク・アセスメ

ントシート 

（平成27年7月28日、4

枚目） 

「課題と背景要

因」欄の1行目か

ら2行目及び5行

目から6行目まで

の記載 

「課題のまとめ

と支援の方向性」

欄の1行目の記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 
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26 支援経過記録シート 

（平成27年7月3日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

27 支援経過記録シート 

（平成27年7月3日） 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

28 支援経過記録シート 

（平成27年5月19日） 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

29 支援経過記録シート 

（平成27年5月13日） 

関与した関係機

関の担当者名 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に

該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する

恐れがあるため。 

30 支援経過記録シート 

（平成27年5月13日） 

「支援員コメン

ト」欄の2行目の

記載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

31 支援経過記録シート 

（平成27年5月12日） 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に
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すると認められるため。 

32 支援経過記録シート 

（平成27年4月28日） 

「詳細記録」欄の

1行目後段及び10

行目の記載 

「支援員コメン

ト」欄のすべて 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

33 支援経過記録シート 

（平成27年4月27日） 

「支援員コメン

ト」欄の6行目か

ら8行目までの記

載 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に

該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に

該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、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。 

 

2016-33 2016年 11月 30 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■障害支援区分認定審査会（時間数決定）での内容及び使用された書類全て。 

2016今回の審査会のメンバー氏名（全員）   重訪 300時間決定の際の書類一式  

かかりつけ医からの意見書（全文）   前回 25年度に障害程度区分が出た時の書類（全て） 

2016 年 12月 13日 部分開示決定 

・障害程度区分認定等の審査判定の依頼及び審査会開催・通知兼資料送付票（11/15 第２合議

体追加分）【2013 年 11月 15日起案】 

・障害程度区分認定の審査結果について（11/15 第２合議体）【2013年 11月 18日起案】 

・障害支援区分認定等の審査判定の依頼及び審査会開催・通知兼資料送付票（11/26 第３合議

体）【2016 年 11月 22日起案】 

・障害支援区分認定の審査結果について（11/26 第３合議体）【2016年 11月 28日起案】 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者のプライバシーを侵害するお

それがあるため。 

   ・他の障害福祉サービス利用者の記録 

2016 年 12月 13日 決定延期（一部） 

・医師意見書（2013 年 11 月 15日・2016年 11月 26 日審査会） 

理由：意見書を作成した医師へ開示内容に関する意向の確認を行い、当該意向を参考に開示の可

否を判断する時間を要するため。 

2016 年 12月 20日 開示決定 

・医師意見書（2013 年 11 月 15日・2016年 11月 26 日審査会） 

 

2016-34 2016年 12月７日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2013年２月１日～2016年 12月７日） 

2016 年 12月 20日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 2013 年４月 22 日受付

分  
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理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係・必要な方の氏名及び生

年月日・請求者の使いみち 

2016 年 12月 20日 不存在決定 

理由：①住民票の写し等交付請求書は、町田市文書管理規程上１年保存の公文書です。そのため

2013 年２月１日から 2015年３月 31 日までの期間の住民票の写し等交付請求書は、保存

年限が終了し、同規程第 39条に基づき廃棄済みであり、存在いたしません。 

   ②検索の結果、2015 年４月１日から 2016年 12月７日までの期間に交付は無く、住民票の

写し等交付請求書は存在いたしません。 

   ③戸籍証明書等交付請求書は、町田市文書管理規程上３年保存の公文書です。そのため

2013 年２月１日から 2013年３月 31 日までの期間の戸籍証明書等交付請求書は、保存年

限が終了し、同規程第 39 条に基づき廃棄済みであり、存在いたしません。 

 

2016-35 2016年 12月 13 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2016 年 12 月５日～13

日） 

2016 年 12月 26日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書、印鑑登

録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2016-36 2017年１月５日 開示請求 ………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活保護台帳、生活保護に関する記録全て 2012年３月 23日～2013年６月 10 日 

2017 年１月 12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１月 31日 部分開示決定 

・生活保護廃止台帳 

件名 非開示の部分 請求の一部について応じない理由 

保護決定起案３

ページ目 

下から４行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

保護決定起案４

ページ目 

調査担当員の所見 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、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。 
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援助方針 世帯概要、現状・

問題点・援助方針 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、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。 

保護決定調書 労働力類型、訪問

類型 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

保護決定算定表

（仮計算） 

２行目 町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

生活保護受給者

世帯についての

おしらせ 

民生委員の住所 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

生活保護受給者

世帯についての

おしらせ 

連絡事項（開始経

過、処遇上の注意

など） 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、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。 

金融機関からの

回答資料 

第三者の個人情報 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

金融機関からの

回答資料 

法人の印影 町田市個人情報保護条例第21条第1項第４号に該当 

 法人が事業で使用している印鑑の印影であり、当該

事業に関する情報であって、開示をすることにより、

偽造等による不正使用の恐れがあることから、当該法

人の競争又は事業運営上の地位その他社会的な地位

が著しく損なわれると認められるため。 

金融機関からの

回答資料 

契約内容、口座内

容等の回答資料 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第６号に該当 

市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、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。 

扶養届出書 全て 町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 
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戸籍資料 本人が記載されて

いない戸籍資料 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

※2017年２月７日 審査請求 

 

2016-37 2017年１月６日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2016年９月２日～2017年１月６日） 

2017 年１月 19日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 2016 年 10月 20日受付

分 

2017 年１月 19日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票申請書 2016 年 10月８日受付分  

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・担当者の氏名、担当者の印影、担当者の本人確認書類（社員証、運転免許証）の写し 

 

2016-38 2017年１月 10日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2016 年 12 月 26 日～2017 年１月 10

日） 

2017 年１月 20日 開示決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 2016年 12月 26 日受付分 

②印鑑登録証明書交付申請書 2017 年１月５日受付分 

③住民票の写し等交付請求書 2017 年１月５日受付分 

 

2016-39 2017年１月 13日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■11月 30日以降の生活・就労相談記録（全て） 

2017 年１月 25日 開示決定 

・生活・就労相談記録（対象：2016 年 11 月 30日から 2017 年 1月 13日まで） 

 

2016-40 2017年１月 17日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■2013年６月 14日、○○○○のケアホーム「○○」における事故報告書及びそれに添付されてい

る資料一切 

2017年１月 23日 不存在決定 

理由：2013年度中に取得した事故報告書は、文書の保存年限（１年）が経過しているため廃棄済

みであり、当該事業所からの事故報告書を取得したか否かの確認ができないため。   

 

2016-41 2017年１月 25日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2015年８月１日～2017年１月 24日） 

2017 年２月３日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①戸籍証明書等交付請求書 2016年４月 26日受付分  

②戸籍証明書等交付請求書 2016年５月２日受付分 

③住民票の写し等交付請求書 2016 年５月６日受付分 

④戸籍証明書等交付請求書 2016年５月８日受付分 

⑤戸籍証明書等交付請求書 2016年５月８日受付分 

2017 年２月３日 部分開示決定 
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・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①戸籍証明書等交付請求書 2016年５月６日受付分 

②戸籍証明書等交付請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書 2016 年５月 23 日受

付分 

③住民票等の写しの交付請求書及び別紙「要住所解明者一覧」 2016 年 11月 15日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

   ・①のうち、申請者（窓口にきた方）欄の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者との

ご関係・必要な方の氏名欄の氏名、生年月日・使う方（請求者）欄の住所、氏名、請求

者の資格、使いみち・聴聞による本人確認時の確認事項 

・②のうち、戸籍証明書等交付請求書の申請者（窓口にきた方）欄の氏名 

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の請求に係る者の氏名欄の名・利用目的の種別

項番２欄の業務の種類・使者欄の氏名、印影 

   ・③のうち、別紙「要住所解明者一覧」○○○○様を除く氏名、住所 

：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第４号に該当 

    ○印影部分を開示し、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のうち、戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の請求者欄の職印 

 

2016-42 2017年１月 25日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2017年１月 18日） 

2017 年２月７日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票等の写しの交付請求書 2017 年１月 18 日

受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報で、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるため。 

    ・申請者の電話番号、生年月日 

 

2016-43 2017年１月 25日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2016年 12月 20日～2017年１月 25日） 

2017 年１月 31日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2016-44 2017年２月１日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2017年１月 26日～2017年１月 31日） 

2017 年２月３日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2016-45 2017年２月 13日 開示請求 …………………………………（市民部忠生市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2011年６月１日～2017年２月６日） 

2017年２月 17日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2017 年２月６日受付

分 

2017 年２月 17日 不存在決定 

理由：印鑑登録証明書交付申請書は、町田市文書管理規程上３年保存の公文書です。そのため 2011

年６月１日から 2013 年３月 31 日までの期間の印鑑登録証明書交付申請書は、保存年限が

終了し、同規程第 39条に基づき廃棄済みであり、存在いたしません。 
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2016-46 2017年２月 20日 開示請求 ………………………………（いきいき生活部保険年金課） 

■国民年金に関する自分の情報が開かれたかどうかの履歴（2016年４月１日～2017年２月 20日） 

2017 年３月１日 開示決定 

・税総合システム（国民年金）閲覧履歴（2016年４月１日～2017 年２月 20日） 

 

2016-47 2017年２月 20日 開示請求 ………………………………（いきいき生活部保険年金課） 

■保険年金課納付係に記録している○○○○との相談内容の記録の全て（2009 年４月１日～2017

年２月 20日） 

 2017 年２月 28日 部分開示決定 

・○○○○様の税総合システム上の経過記録一覧（平成 21 年４月～平成 29 年２月 20 日までの

相談内容の記録の全て） 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

    ○市の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務又は

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。 

・経過記録一覧１ページ ７行目の一部、８行目の全部、19 行目から 23行目までの全部 

 経過記録一覧２ページ 29行目の一部、30 行目の全部 

経過記録一覧３ページ ７行目から 11 行目までの全部、41行目から 44行目までの全 

           部 

経過記録一覧４ページ ３行目から４行目までの全部、12 行目の全部、14行目の全部、

16行目の全部、18行目の全部、20行目の全部、22行目から 30

行目までの全部 

経過記録一覧５ページ 27行目から 29行目までの全部 

経過記録一覧６ページ ５行目の一部 

経過記録一覧７ページ 23行目の一部、24 行目の全部、31行目の全部、33行目の全部、

35 行目から 36 行目までの全部、42 行目から 44 行目までの全

部 

経過記録一覧８ページ ３行目から８行目までの全部 

 

2016-48 2017年２月 23日 開示請求 …………………………………（市民部鶴川市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2013年４月１日～2017年２月 14日） 

 2017年３月１日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2017 年２月 14 日受

付分 

  

2016-49 2017年 2月 24日 開示請求 ………………………………………………（財務部納税課） 

■2007年４月１日～2017年２月 24日までの交渉記録 

2017 年３月８日 部分開示決定 

・経過記録一覧（平成 19 年 10月 19日～平成 29 年２月 24日までの分） 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当（１） 

○第三者に関する情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害する

おそれがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当（２） 

○市の事務に関する情報であって、開示をすることにより当該事務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。 

・財産調査に関すること 

番号 開示しない部分 非開示理由 

１ H22.8.18の記録（１件目）のうち調査内容 （２） 
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２ H22.8.18の記録（２件目）のうち調査内容 （２） 

３ H23.2.17の記録のうち２行目後段から 10 行目後段まで （１） 

４ H25.2.5の記録のうち調査内容 （２） 

５ H26.2.7の記録のうち調査内容 （２） 

６ H26.5.27の記録（１件目）のうち調査内容 （２） 

７ H26.5.27の記録（２件目）のうち調査内容 （２） 

８ H26.5.27の記録（３件目）のうち調査内容 （２） 

９ H26.6.24の記録のうち調査内容 （２） 

１０ H28.12.12 の記録のうち調査内容 （２） 

１１ H29.1.25の記録のうち電話内容 （２） 

１２ H29.1.25の記録のうち電話相手の名前 （１） 

 

2016-50 2017年 3月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■市立○○中学校 2016年９月９日、10月５日 私単独でこわしたもの（記録、領収書含む） 

2017 年３月 31日 部分開示決定 

１ ●●●●母（○年○組）の暴力行為について 

２ 平成 28 年 10月５日（●●母子と△△△△△△）の対応について 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害するお

それがあるため。 

・１の文書中「１ 発生の状況」のうち、２行目前段、22 行目後段から 30 行目まで、44

行目から 59行目まで及び 82行目から 84行目までの記載 

・２の文書のうち、表題の括弧内の６文字、９時 00分の記録の全て及び９時 20分の記録

の６行目 

 

2016-51 2017年 3月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■市立○○中学校 2016年 10月５日 ●●がこわしたもの（記録、領収書含む） 

2017 年３月 31日 部分開示決定 

・平成 28年 10月５日（●●母子と△△△△△△）の対応について 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害するお

それがあるため。 

・表題の括弧内の６文字及び本文１行目から 19行目までの記載 

 

2016-52 2017年 3月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■市立○○中学校 2016年 10月末ごろ、校長、副校長、○年生の先生、○学年代表委の保護者で会

を開き（なぜ開いたか）、その際、私の実害報告として保護者に話をさせたこと（△△の件含む）

報告書（内容を明らかに） 

2017 年３月 31日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書を作成していないため。 

 

2016-53 2017年 3月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■2016 年９月から○○中学校○年○組□□□□の件で相談をしていた件で（副校長に回答含む）

10月５日 13時に副校長から電話で報告をいただける（□□の誹謗中傷含む）と約束した件の（詳

細報告） 

2017 年３月 31日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書を作成していないため。 

 

2016-54 2017年 3月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 
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■（2016年）市立○○中学校□□□□の署名活動をしたことでの謝罪文（●●への） 

2017 年３月 31日 非開示決定 

・署名活動をしたことに対する謝罪文 

理由：町田市個人情報保護条例第２１条第１項第３号に該当 

○学校を通して内容のみを伝えることを目的に作成されたものであり、開示をすることに

より作成者の権利利益を侵害するおそれがあるため。 

 

2016-55 2017年３月 22日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2017年３月 12日～３月 22日）、印鑑登録証明書交付申請書（2017

年３月 12日～３月 15日） 

2017 年３月 31日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2017 年３月 15 日受

付分 

2017 年３月 31日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2016-56 2017年３月 23日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2014年３月 14日～2017年３月 14日） 

2017 年３月 30日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①印鑑登録証明書交付申請書 2014 年 10月９日受付分 

②印鑑登録証明書交付申請書 2016 年４月 15日受付分 

③印鑑登録証明書交付申請書 2017 年３月９日受付分 

④印鑑登録証明書交付申請書 2017 年３月 14日受付分 

 

2016-57 2017年３月 24日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書（2016年４月１日～2017年３月 24日） 

2017 年４月６日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書 2016 年４月 18日受付分 

②2016年６月 10 日付け「住民票の写し等の請求について」 2016 年６月 13 日受付分 

③2016年７月 11 日付け「住民票謄本（抄本）の請求について（依頼）」 2016 年７月 12日受

付分 

2017 年４月６日 不存在決定 

理由：町田市に本籍がないため戸籍証明書等の発行ができません。よって、戸籍証明書等交付請

求書は存在いたしません。 
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３ 年度・実施機関別個人情報開示等請求の件数（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 55(1) 122(2) 68(2) 67(1) 45(1) 44(1) 47 61(1) 43(1) 52 604(10)

不服申立て 1 37 30 8  3  1(1) 4 3 87(1)

請　求 5 1 1 2  3(1) 2 16(2) 6 5 41(3)

不服申立て         1  1 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求 1     1     2 

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求    1       1 

不服申立て           0 

請　求  1         1 

不服申立て           0 

請　求 61(1) 124(2) 69(2) 70(1) 45(1) 48(2) 49 77(3) 49(1) 57 649(13)

不服申立て 1 37 30 8 0 3 0 1(1) 5 3 88(1)

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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