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第１章 情報公開請求の状況 
 

１ ２０１０年度の経過 
２０１０年度の請求の特徴としては、損害保険についての資料、開発に伴う資料、配水管工

事や土木工事に関する積算資料、建築関連文書等の請求が数多く行われました。 

１年間の請求件数は２８３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）２０１０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

企 画 政 策 課 ３ 

広 報 広 聴 課 ４ 政 策 経 営 部 

新 庁 舎 建 設 課 ２ 

総 務 部 市 政 情 報 課 ３ 

管 財 課 ６（内取下げ１） 

営 繕 課 ３ (内取下げ３） 

契 約 課 ４（内取下げ２） 

資 産 税 課 ５ 

財  務  部 

納 税 課 １ 

市民協働推進課 ２ 
市 民 部 

防 災 安 全 課 ５ 

文 化 振 興 課 １（内取下げ１） 

スポーツ振興課 ３ 

博 物 館 ２ 

文 化 ス ポ ー ツ 

振 興 部 

国際版画美術館 ３ 

福 祉 総 務 課 ２ 

障 が い 福 祉 課 ３ 地 域 福 祉 部 

ひ か り 療 育 園 ３ 

保 険 年 金 課 ６ 

高 齢 者 福 祉 課 ４ 

介 護 保 険 課 １ 

い き い き 

健 康 部 

健 康 課 ３ 

子 ど も 総 務 課 ２ 

児 童 青 少 年 課 ３ 

子 育 て 支 援 課 ４ 

す み れ 教 室 ３ 

ひ な た 村 ２ 

子 ど も 生 活 部 

大地沢青少年ｾﾝﾀｰ ３ 

産 業 観 光 課 ２ 

農 業 振 興 課 １ 経 済 観 光 部 

北部丘陵整備課 １ 

環 境 総 務 課 １ 

環 境 保 全 課 ６ 

ご み 減 量 課 ３ 

清 掃 工 場 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

環 境 資 源 部 

清 掃 事 務 所 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５６ 

（内取下げ８）
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建 設 総 務 課 ３ 

道 路 管 理 課 ８ 

道 路 用 地 課 ４ 

道 路 整 備 課 １ 

道 路 補 修 課 ３ 

建 設 部 

交 通 安 全 課 １ 

都 市 計 画 課 ４ 

まちづくり推進課 １ 

住 宅 課 ３ 

開 発 指 導 課 ９ 

建 築 指 導 課 ２４（内取下げ１） 

公 園 緑 地 課 ５ 

都 市 づ く り 部 

区 画 整 理 課 ４２ 

上下水道総務課 ３ 

工 務 課 ４ 

業 務 課 ２ 

水 再 生 課 ２ 

上 下 水 道 部 

給 水 課 ３２ 

会 計 課 ２ 

 

教 育 総 務 課 ２ 

施 設 課 １ 

学 務 課 ５ 

保 健 給 食 課 ２ 

学 校 教 育 部 

指 導 課 ６ 

生 涯 学 習 課 ４ 

図 書 館 ２ 

教 育 委 員 会 

生 涯 学 習 部 

公 民 館 ２ 

２４ 

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 市民病院事務部 総 務 課 ２ ２ 

議 会 議 会 事 務 局 １ １ 

合 計   
２８３ 

（内取下げ８） 

２８３ 

（内取下げ８）
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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 １５人 ６人 １９人 ２０人 ６０人 

請求件数 １０７件 １４件 ３３件 １２９件 ２８３件

※１人当たりの請求件数約４．７件、１人 大請求件数４３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 

公 開 部分公開 非公開 不存在 
存否応答 

拒否 

合計 

１１３件 １８３件 ２１件 ３９件 １件 ３５７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 

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 

合計 

６９件 １３６件 １件 １７件 ３８件 ４件 ２６５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 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 ２０１０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・・・・・・・・ 

 

 

2010-１ 2010 年４月１日 ……………………………………………………………（財務部資産税課） 

■○○町○○○○番地○○の固定資産税課税台帳に記載されている所有者○○の現住所 

2010 年４月９日 非公開決定 

 ・○○町○○○○番地○○所有者○○の固定資産税課税台帳 

 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り、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。 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第６号に該当 

○本件で請求している内容に関しては、固定資産課税台帳の閲覧に関する地方税法第382

     条の２第１項の規定に該当しないため。 

 

2010-２ 2010 年４月２日 …………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■野津田競技場芝生観客席改修工事積算等資料一式 代価表、共通仮設費、イメージアップ経費算

出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳書、仕訳票） 

2010 年４月７日 部分公開決定 

・野津田競技場芝生観客席改修工事〔積算等資料一式 代価表、共通仮設費、イメージアップ経

費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳書、仕訳表）〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 
   ○東京都の単価表にない単価の情報及び施設の名称であり、公開されることにより、市場

単価に影響を及ぼす可能性があるため。 

   ・種別内訳書・代価表のうち一部単価の情報及び建設副産物等の受け入れ施設の名称 

 

2010-３ 2010 年４月５日 ……………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■町田市○○町○○○○番地居住○○宅飼育中の犬 4 頭の登録有無の確認 

2010 年４月 19 日 決定延期 

理由：犬の登録有無が個人情報となり、開示請求の可否について更に検討中のため   

2010 年５月 11 日 存否応答拒否 

理由：畜犬登録情報は、プライバシーにかかる個人情報であるため。 

 

2010-４ 2010 年４月６日 …………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田都市計画と忠生土地区画整理事業に伴う 

１．東京法務局町田出張所からの○○町○○○、○○○、○○○照会及び回答に係る図書一式（起

案書、添付等全て含む） 

２．○○町○○○、○○○施行者査定に係る図書一式（起案書含む） 

2010 年４月 20 日 不存在決定 

・町田都市計画と忠生土地計画整理事業に伴う 

２．○○町○○○、○○○施行者査定に係る図書一式（起案書含む） 

理由：作成していないため。 

2010 年４月 20 日 決定延期（一部） 
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町田都市計画と忠生土地区画整理事業に伴う 

１．東京法務局町田出張所からの○○町○○○、○○○、○○○照会及び回答に係る図書一式（起

案書、添付等全て含む） 

理由：公文書の調査・理由に時間を要するため。 

2010 年５月 25 日 不存在決定 

・町田都市計画と忠生土地計画整理事業に伴う 

１、東京法務局町田出張所からの○○町○○○、○○○、○○○照会及び回答に係る図書一式

（起案書、添付等全て含む） 

理由：東京法務局町田出張所から、町田都市計画と忠生土地区画整理事業に伴う照会がないため。 

    

2010-５ 2010 年４月６日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う下記地番に係る 

１、○○町○○○○ 

２、○○町○○○○ 

３、○○町○○○○ 

４、○○町○○○○ 

５、○○町○○○○ 

  （１）換地設計、換地計画、換地不交付に係る図書一式 

  （２）使用収益権者の同意書一式 

  （３）（１）と（２）起案書一式 

2010年４月20日 決定延期 
理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため。  

2010年６月４日 公開決定 

 ・２００７年７月23日付起案書「町田都市計画忠生土地計画整理事業施行地区内の財務省所管の 
  国有地の取扱いについて（協議）」 
 ・２００７年８月15日付起案書「忠生土地区画整理事業区域内に所在する国有地の不換地処分の 
  同意について（報告）」 
 〔忠生土地区画整理事業に伴う下記地番に係る４．○○町○○○○ （１）換地不交付に係る図

書一式 （３）（１）の起案書一式〕 
2010年６月４日 部分公開決定 

・①町田都市計画忠生土地計画整理事業の特別の定めをする宅地について[法第95条第６項]（諮 
問） 

・②町田都市計画忠生土地計画整理事業の特別の定めをする宅地について[法第95条第６項]（答 
 申） 
〔忠生土地区画整理事業に伴う下記地番に係る１．○○町○○○○ ２．○○町○○○○ ３．

○○町○○○○ ５．○○町○○○○（１）換地不交付に係る図書一式 （３）（１）の起案

書一式〕 
理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○特定個人が識別されるものであり、また、当該部分は、一般に公表されているものではなく、公

開することに同意していると明らかに認められるものではなく、公共の安全の確保といったよう

な公益上公開すべき理由もないことから、同号但し書きにも該当しない。 

・①及び②のうち「特別の定めをする宅地に関する調書 法第 95 条第６項（公共用地の 

 用に供している宅地）」「法第 95 条第６項（公共施設の用に供している宅地）」 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○受託者法人及び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、印影偽造等による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。 

   ・印影 

2010年６月４日 不存在決定 
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・忠生土地計画整理事業に伴う下記地番に係る 

１、○○町○○○○ 

２、○○町○○○○ 

３、○○町○○○○ 

４、○○町○○○○ 

５、○○町○○○○ 

  （１）換地設計、換地計画、換地不交付に係る図書一式 

  （２）使用収益権者の同意書一式 

  （３）（１）と（２）起案書一式 

 理由：（１）、（３）は作成していないため。 

    (２)は所有していないため。 

 ※2010 年６月 29 日 異議申立て 

 

2010-６ 2010 年４月７日 ………………………………………………（学校教育部施設課） 

■小山中央小学校に係るボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査位置図」 

2010 年４月 21 日 部分公開決定 

・小山中央小学校に係るボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」 

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、特定個人が識別されるため。 

   ・主任技師・現場代理人・コア鑑定者・ボーリング責任者の氏名 

2010 年４月 21 日 公開決定 

・小山中央小学校に係るボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

 

2010-７ 2010 年４月９日 …………………………………………………………（財務部資産税課） 

■①平成 22 年１月１日現在の土地・家屋の現況把握のためにした「地番、家屋番号等の修正（更

新）業務委託契約・仕様書」等により取得した成果品（中間成果品を含む）としての地番現況

図及び家屋現況図（縦覧用でも可）。又はこれらに替わるもの（地籍集成図など）。 

 ②地方税法に基づき作成された「家屋価格等縦覧帳簿」に登録・記載されている、家屋の「所在、

家屋番号、種類、構造、床面積、階層、建築年月日」の各項目の不動産登記事項で、家屋番号

毎の一覧表にしたもの。平成 22 年１月１日現在のもの  

・ 電磁的記録である場合はその複製物 

2010 年４月 23 日 部分公開決定 

 ・平成 22 年度 家屋価格等縦覧帳簿 

［②地方税法に基づき作成された「家屋価格等縦覧帳簿」に登録・記載されている、家屋の「所

在、家屋番号、種類、構造、床面積、階層、建築年月日」の各項目の不動産登記事項で、家屋

番号毎の一覧表にしたもの。電磁的記録である場合はその複製物。平成 22 年１月１日現在の

もの］  

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第６号に該当 

○地方税法の規定により公開することができないため。 

    ・評価額、課税床面積、種別、未登記物件、整理番号 

2010 年４月 23 日 不存在決定 

・①平成 22 年１月１日現在の土地・家屋の現況把握のためにした「地番、家屋番号等の修正（更

新）業務委託契約・仕様書」等により取得した成果品（中間成果品を含む）としての家屋現況

図（縦覧用でも可）。電磁的記録である場合はその複製物。 

理由：業務委託契約未締結のため 

2010 年４月 23 日 決定延期（一部） 

理由：請求内容に対する回答の精査に時間を要するため 

2010 年６月８日 非公開決定 

・「地籍図」 
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理由：町田市情報公開条例第 13 条第１項に該当 

   ○町田市手数料条例別表（第２条関係）12 において、地籍図の閲覧手数料について規定さ

れており、町田市情報公開条例が適用されない公文書であるため 

2010 年６月８日 公開決定 

 ・電子地籍図 

［①平成 22 年１月１日現在の土地の現況把握のためにした「地番等の修正（更新）業務委託契

約・仕様書」等により取得した成果品（中間成果品を含む）としての地番現況図（縦覧用でも

可）。又はこれらに替わるもの（地籍集成図など）。電磁的記録である場合はその複製物］ 

 

2010-８ 2010 年４月 22 日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■平成 22 年（ワ）第 1458 号事件の訴状及び添付書類 

2010 年５月６日 部分公開決定 

・東京地方裁判所提訴 事件番号平成 22 年（ワ）第 1458 号事件の訴状 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお

それがあるため 

    ・被告住所 

・被告氏名 

・事故発生日、時間、場所、車両番号 

・被害者氏名 

・被害者の傷害等の内容 

・損害賠償金額 

・被害者国民健康保険加入期間 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため。 

    ・原告訴訟代理人弁護士印影、同僚代理人弁護士印影 

・原告指定代理人印影 

 

2010-９ 2010 年４月 26 日 ………………………………………………………（農業委員会事務局） 

■昭和 40 年４月～昭和 45 年４月までの農地転用申請書処理状況簿及び農地法第４条整理表 

 場所、面積、目的がわかるもの（４条のみ） 

2010 年４月 28 日 決定延期 

理由：請求内容に対する回答の精査に時間を要するため 

2010 年５月 14 日 部分公開決定 

・昭和 40 年４月～昭和 45 年４月までの申請書処理状況簿及び農地法第４条整理表。 

  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、特定の個人が識別されるため 

    ・申請人の住所・氏名 

    ・受領印 

 

2010-10 2010 年４月 28 日 ………………………………………………………（上下水道部工務課） 

■公共下水道小山町汚水枝線工事その２ 代価表、共通仮設費、イメージアップ経費算出表、諸経

費算出表、参考内訳書（総括表、内訳書、仕訳書） 

2010 年５月 11 日 公開決定 

・公共下水道小山町汚水枝線工事その２の金額入り内訳書、明細書 

 

2010-11 2010 年４月 28 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台二丁目 16 番地先配水管布設替工事 代価表、共通仮設費、イメージアップ経費算

出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳書、仕訳書） 
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2010 年５月 11 日 公開決定 

・成瀬台二丁目 16 番地先配水管布設替工事  

代価表、共通仮設費、イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内

訳書、仕訳書） 

 

2010-12 2010 年４月 30 日 ………………………………………………………（建設部道路用地課） 

■道路台帳のうち、町田市○○町○○○○番地の○○氏宅前の道路に関する部分 

2010 年５月 14 日 公開決定 

・道路台帳調書ファイルのうち「路線名町田○○○号線」 

 

2010-13 2010 年４月 30 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番地における 確認番号昭和 61 年度第○○○号及び平成４年度第○○○

号の建築確認申請に関する建築計画概要書 

2010 年５月 10 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地○○における 確認番号昭和 61 年度第○○○号及び平成４年度第

○○○号の建築確認申請に関する建築計画概要書。 

理由：町田市文書管理規程に定められた保存年限（５年）を経過しているため。 

 

2010-14 2010 年４月 30 日 ……………………………………………（上下水道部上下水道総務課） 

■０９町都開変第○号にかかる町田市長が、２００９年○月○日付けで行った開発行為許可変更許

可にかかる開発区域（○○町○○○○番地、○○町○○○○番地の一部）に関して 

① 町田市と○○○○との間で、町田市の土地に排水管を通すことを、町田市が許諾しているこ

とを示す文書 

② 町田市の土地を第三者が利用する場合、町田市が土地利用の許諾を行う際の手続きを示す条

例、内規等。 

2010 年５月 14 日 部分公開決定 

・町田市下水道条例施行規則（下水道法第 16 条（公共下水道管理者以外の者の行う工事）の規 

定による 

①公共下水道設置承認書  ②公共下水道設置変更承認書 

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、特定の個人が識別されうるため 

 ・①のうち、代理人担当者の氏名  

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○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、事業運営上の地位が

著しく損なわれるおそれがあるため 

   ・①、②のうち法人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○一個人として使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、

個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

   ・①、②のうち、代理人の印影 

2010 年５月 14 日 非公開決定 

・町田市下水道条例、町田市下水道条例施行規則 

理由：町田市情報公開条例第 13 条第２項に該当 

    ○実施機関が図書館その他これに類する施設において市民の利用に供することを目的と 

して保有している図書、図画等の公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない 

ため。 

2010 年５月 14 日 不存在決定 

・町田市の土地を第三者が利用する場合、町田市が土地利用する場合、町田市が土地利用の許諾

を行う際の手続きを示す条例、内規等。 
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理由：町田市下水道条例及び町田市下水道条例施行規則についての内規等を作成していないため。 

 

2010-15   欠番 

 

2010-16 2010 年４月 30 日 ………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■０９町都開変第○号にかかる町田市長が、２００９年○月○日付けで行った開発行為許可変更許

可にかかる開発区域（○○町○○○○番地、○○町○○○○番地の一部）に関して 

① 町田市と○○○○との間で、町田市の土地に排水管を通すことを、町田市が許諾しているこ

とを示す文書 

② 町田市の土地を第三者が利用する場合、町田市が土地利用の許諾を行う際の手続きを示す条

例、内規等。 

2010 年５月 12 日 部分公開決定 

・町田市宅地開発事業に関する条例（都市計画法第 32 条（公共施設の管理者の同意）の規 

定による協議申請書一式（09 町都開宅第 09―○号） 

①ファイル名「事業名 ○○計画、事業者○○」 ②ファイル名「事業名 ○○計画、事業者

○○」  

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、特定の個人が識別され又は識別されうるため 

 ・①、②のうち、代理人担当者の氏名、個人の氏名  

：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、事業運営上の地位が

著しく損なわれるおそれがあるため 

  ・①、②のうち法人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、 

    個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

  ・②のうち、代理人担当者の印影 

2010 年５月 12 日 非公開決定 

・町田市宅地開発事業に関する条例、町田市宅地開発事業に関する条例施行規則、町田 

市宅地開発事業に関する条例の手引き 

理由：町田市情報公開条例第 13 条第２項に該当 

○実施機関が図書館その他これに類する施設において市民の利用に供することを目的と

して保有している図書、図画等の公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない

ため。 

2010 年５月 12 日 不存在決定 

・町田市の土地を第三者が利用する場合、町田市が土地利用の許諾を行う際の手続きを示す内規   

 等 

理由：町田市宅地開発事業に関する条例及び町田市宅地開発事業に関する条例施行規則について

の内規等を作成していない 

  

2010-17 2010 年５月 10 日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■町田市が「症状固定後」の治療費としてあいおい損保と加害者を相手取り損害補償を求める訴え

を東京地裁に起こされた件の訴状 

2010 年５月 12 日 部分公開決定 

 ・東京地方裁判所提訴  事件番号「平成 22 年（ワ）第 14358 号」訴状 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお

それがあるため 

    ・被告住所、被告氏名、事故発生日・時間・場所・車両番号、被害者氏名、被害者の 
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傷害等の内容、損害賠償金額、被害者国民健康保険加入期間 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため。 

   ・原告訴訟代理人弁護士印影、同復代理人弁護士印影、原告指定代理人印影 

 

2010-18 2010 年５月 10 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市森野２丁目２番先配水管布設替及び移設工事 積算等資料一式 

2010 年５月 21 日 公開決定 

 ・町田市森野２丁目２番先配水管布設替及び移設工事   工事設計書、代価明細書 

 

2010-19 2010 年５月 11 日 ……………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年３月１日から平成 22 年４月 30 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・３

面＊建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要（可能であれば、

電磁的記録の交付を希望） 

2010 年５月 25 日 公開決定 

 ・平成 22 年３月１日から平成 22 年４月 30 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・

３面 ＊建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要 

 

2010-20 2010 年５月 12 日 ……………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生区画整理事業に伴う平成15年度 完了報告書の承認に係る 

 下記の起案書を含む一式（平成15年度） 

 1、完了報告書の承認について 2、完了報告書の提出について 3、忠生区画整理事業 完了報 

 告書 4、事務費実施明細 5、委託費の請求について 6、過年度立替金の状況 7、決算に係わ 

 る図書 8、決算調書 9、補償の決算調書 10、受託事業収支明細簿 

2010 年５月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため。 

2010 年７月８日 公開決定 

 ・03町都区第267号の2 2004年3月31日付平成15年度忠生土地区画整理事業の完了報告の承認につ 

  いて 

  ［忠生区画整理事業に伴う平成15年度 完了報告書の承認に係る 下記の起案書を含む一式（平

成15年度） 1、完了報告書の承認について］ 

2010 年７月８日 部分公開決定 

 ・①15東新公区第7446号 平成16年3月31日付町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成15年度実

施協定に係わる完了報告書の提出について 

  ［忠生区画整理事業に伴う平成15年度 完了報告書の承認に係る 下記の起案書を含む一式（平

成15年度） 2、完了報告書の提出について 3、忠生区画整理事業 完了報告書 4、事務費

実施明細 ］ 

②15東新公区発第1485号 平成15年6月4日付町田都市計画忠生土地区画整理事業に係る委託費

の請求について 

  ③15東新公区第5632号  平成16年1月15日付町田都市計画忠生土地区画整理事業に係る委託 

      費の請求について 

   ④15東新公区第7173号 平成16年3月31日付町田都市計画忠生土地区画整理事業に係る委託 

      費の請求について 

  ［忠生区画整理事業に伴う平成15年度 完了報告書の承認に係る 下記の起案書を含む一式（平

成15年度）  5、委託費の請求について 6、過年度立替金の状況 ］ 
⑤忠生地区 決算資料 平成15年度 土地区画整理事業 ［総括表］ 

［忠生区画整理事業に伴う平成15年度 完了報告書の承認に係る 下記の起案書を含む一式（平

成15年度） 7、決算に係わる図書 8、決算調書 9、補償の決算調書 ］ 

理由：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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   ○受託者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、印影偽造等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。 

   ・①、②、③、④、⑤のうち法人の印影 

○法人の財産に関する情報であり、公開することにより法人の事業運営上著しく支障があ 
ると認められるため。 

    ・②、③及び④の「振込銀行」、「預金種目」及び「口座番号」 

※2010 年９月 14 日 異議申立て 

2010 年７月８日 不存在決定 

・忠生区画整理事業に伴う平成15年度 完了報告書の承認に係る別紙の通りの文書 

忠生土地区画整理事業に伴う 別紙下記の起案書を含む一式（平成15年度） 

  10、受託事業収支明細簿 

理由：所有していないため  

※2010 年９月 14 日 異議申立て 

 
2010-21 2010 年５月 13 日 ……………………………………………………（学校教育部指導課） 

■平成 21 年度全国学習状況調査 町田市小中学校別成績 

2010 年５月 27 日 非公開決定 

 ・平成 21 年度全国学力・学習状況調査結果概況 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○同調査は国の実施要領に基づき実施される。同要領では、公開することにより学校の序

列化や過度の競争が生じることを避け、調査の目的を失わせないため、学校名を明らか

にした公表は行わないことになっているため。 

 

2010-22 2010 年５月 19 日 …………………………………………………………（財務部契約課） 

■平成 22 年４月 22 日開札 小学校遊具点検組織業務委託、 

平成 21 年６月 19 日開札 公園遊具等点検業務委託、 

平成 21 年１月 22 日開札 公園遊具等点検業務委託   以上の仕様書 

2010 年５月 21 日 取下げ 

 

2010-23 2010 年５月 19 日 …………………………………………………………（財務部契約課） 

■2010 年１月 14 日開札 冬用作業着購入 

2010 年５月 21 日 取り下げ 

 

2010-24 2010 年５月 20 日 ……………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田都市計画忠生土地区画整理事業の事業計画の策定（変更も含む）にあたり、町田市教育委員 

 会と町田市との間で行った事業地内の埋蔵文化財への対応についての事前協議に基づき作成し 

 た協定書または当該事前協議の内容が明らかになる文書 

2010 年５月 31 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため。 

2010 年７月 16 日 公開決定 

・１、昭和５９年１１月２日付起案書「埋蔵文化財の存否の確認について（依頼）」 
 ２、昭和６０年１１月３０日付起案書「忠生第２土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の存否の

確認について」 
  ３、昭和６０年１２月７日付起案書「忠生土地区画整理事業・埋蔵文化財調査委託業務に伴う

指名業者の選定について」 
2010 年７月 16 日 部分公開決定 

・１、昭和６０年１月１８日付起案書「忠生土地区画整理事業・埋蔵文化財存否の確認に伴う資

料について」 
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 ・２、昭和６０年１２月１３日受付「忠生第二土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の存否の確認

について」 
 ・３、昭和６１年５月１６日付 町教文発第３６号「埋蔵文化財の存否の確認について」 

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るため。 
    ・１から３のうち、個人の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○職員が個人としても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 

不正使用の恐れがあることから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。   

    ・３のうち、職員の印影 
 
2010-25 2010 年５月 20 日 ………………………………………………（生涯学習部生涯学習課） 

■町田都市計画忠生土地区画整理事業の事業計画の策定（変更も含む）にあたり、町田市教育委員 

 会が事務局として所管する忠生遺跡調査会と町田市との間で行った事業地内の埋蔵文化財の対 

 応についての事前協議に基づき作成した協定書または当該事前協議の内容が明らかになる文書 

2010 年６月２日 部分公開決定 

 ・協定書の写し（1997 年４月１日） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○受託者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、印影偽造等による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。 

   ・法人の印影及び代表者の印影 

 

2010-26 2010 年５月 20 日 ……………………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市内の公立小学校及び中学校における、2007 年度から 2009 年度までの全国学力・学習状況

調査の、学校別の各科目平均点一覧  

2010 年６月３日 非公開決定 

 ・全国学力・学習状況調査結果概況（2007 年度から 2009 年度） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○同調査は国の実施要領に基づき実施される。同要領では、公開することにより学校の序

列化や過度の競争が生じることを避け、調査の目的を失わせないため、学校名を明らか

にした公表は行わないことになっているため。 

 

2010-27 2010 年５月 24 日 …………………………………………………（経済観光部産業観光課） 

■・「2009 まちださくらまつり」排出ごみ減量資源化推進事業基本協定書 

・「2010 まちださくらまつり」排出ごみ減量資源化推進事業委託 

１ 業務委託の契約書 

２ 委託仕様書 

３ （町田発ゼロウェィストの会からの）完了報告書 

４ 支出命令書 

５ 委託業務の契約書のりん議書（決裁） 

2010 年５月 28 日 公開決定 

・１「2009 まちださくらまつり」排出ごみ減量・資源化事業にかかる 

① 協定締結の起案書 

② エコステーション運営結果報告書 

  ２ 2010 芹が谷公園さくらまつり、2010 尾根緑道さくらまつりにおける分別ステーション 

運営の委託にかかる 

① 委託契約の起案書 
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② 分別ステーション 資源・ごみ重量（報告書） 

2010 年５月 28 日 部分公開決定 

 ・１「2009 まちださくらまつり」排出ごみ減量・資源化事業にかかる 

   ◇「2009 まちださくらまつり」排出ごみ減量・資源化事業支出伺兼支出命令書（協働協定 

    書、業務一覧、必要備品、運営経費を含む） 

 ・２ 2010 芹が谷公園さくらまつり、2010 尾根緑道さくらまつりにおける分別ステーション 

運営の委託にかかる 

   ◇分別ステーション運営委託支出伺兼支出命令書（請求書、見積書、委託契約書、仕様書を 

含む） 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○協定締結法人若しくは受託法人が特定非営利法人の印として登録、使用している印鑑の

印影であり、これを公開し、情報が流通することによって、印影偽造等による不正使用

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。 

  ・法人印 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○当該者が一個人としても使用している印鑑の印影で印鑑偽造等による不正使用のお

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れるため。 

    ・法人理事長印の印影 

 

2010-28 2010 年５月 24 日 ………………………………………………（経済観光部農業振興課） 

■第 36 回町田市農業際「太陽と緑のまつり」排出ごみ減量資源化推進事業協働協定書 

１ 業務委託の契約書 

２ 委託仕様書と見積書 

３ （町田発ゼロウェィストの会からの）完了報告書 

４ 支出命令書 

５ 委託業務の契約書のりん議書（決裁） 

2010 年５月 28 日 部分公開決定 

 ・第 36 回町田市農業際「太陽と緑のまつり」排出ごみ減量資源化推進事業協働協定書における 

１ 協働協定書 

２ 第 36 回町田市農業際「太陽と緑のまつり」分別ステーション報告 

３ 支出命令書 

４ 「太陽と緑のまつり 2009」分別ステーションスタッフお見積書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○協定者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、印影偽造等による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。 

   ・法人印 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○当該者が一個人としても使用している印鑑の印影で印鑑偽造等による不正使用のお

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れるため。 

    ・法人理事長の印影 

 

2010-29 2010 年５月 24 日 ……………………………………………（経済観光部北部丘陵整備課） 

■環境学習林整備事業 

１ 業務委託の契約書 

２ 委託仕様書 

３ （町田発ゼロウェィストの会からの）完了報告書 

４ 支出命令書 
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５ 委託業務の契約書のりん議書（決裁） 

2010 年５月 28 日 部分公開決定 

 ・環境学習林整備事業にかかる 

１ 契約原議書（「見積書」を含む） 

２ 業務委託契約書（「環境学習林整備事業委託仕様書」および「東京都緊急雇用創出区市 

  町村補助金事業に関する特記仕様書」を含む） 

３ 出来高報告書 

４ 東京都緊急雇用創出区市町村補助金委託契約書等の実績報告書 

５ 支出命令書 

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るため。 

 ・事業責任者氏名・印影、報告者氏名・印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○受託者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、印影偽造等による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。 

   ・法人印 

 

2010-30 2010 年５月 24 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■１ マンション「○○○○」（町田市○○町○○○○番地所在。）の建築確認申請（平成 17 年○

月○日確認申請受付、平成 18 年○月○日確認済証交付）に関する書類一式（地盤調査報告

書を含む） 

 ２ 本件マンションの中間検査（検査日平成 18 年○月○日、○日検査済証交付）に関する書類

一式（コンクリート施工結果報告書を含む） 

 ３ 本件マンションの計画変更申請（平成 19 年○月○日計画変更申請受付、○日確認済証交付）

に関する書類一式 

 ４ 本件マンションの計画変更申請（平成 19 年○月○日計画変更申請受付、○日確認済証交付）

に関する書類一式 

 ５ 本件マンションの完了検査（検査日平成 19 年○月○日、○日検査済証交付）に関する書類

一式 

 2010 年６月４日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2010 年６月 11 日 部分公開決定 

１．建築工事施工計画（結果）報告書 

２．ファイル「シックハウス関連資料」、 

３．ファイル「○○○○新築工事設備工事試験成績書」、 

４．確認申請書から完了検査申請書までの文書一式（確認番号：平成 17 年度第○○号）、 

５．設計図書一式（確認申請）、 

６．設計図書一式（計画変更１）、 

７．設計図書一式（計画変更２）、 

８．地質調査報告書 

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り、特定の個人が識別され、又は識別され得るものでため。 

 ・担当者の氏名及び印影 

：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による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れるため。 

   ・法人及び法人代表者の印影 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 
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   ○個人が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

それがあるため。 

   ・設計者の印影 

 

2010-31 2010 年６月２日 ……………………………………………………（学校教育部教育総務課） 

■町田市内の公立小学校及び中学校に対する、学校配当の予算及び決算報告の学校別一覧(2008 年

度)  

2010 年６月 15 日 公開決定 

 ・町田市内の公立小学校及び中学校に対する、学校配当の予算及び決算報告の学校別一覧(2008

年度)  

 

2010-32 2010 年６月２日 …………………………………………………………（学校教育部学務課） 

■町田市内の公立小学校及び中学校における、長期欠席者数の学校別一覧(2009 年度、2010 年度)  

2010 年６月 16 日 非公開決定 

 ・学校調査費票（個票・2009 年度及び 2010 年度)  

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第６号に該当 

    ○学校基本調査は、国の統計法に基づき実施される。同法では、第 40 条において、その 

行った統計調査の目的以外の目的のために当該統計調査に係る調査票情報を提供して 

はならないとされているため。 

 

2010-33 2010 年６月２日 …………………………………………………………（学校教育部学務課） 

■町田市内の公立小学校における、小学校卒業者数及び私立・国立中学進学者数の小学校別一覧

（2009 年度、2010 年度） 

2010 年６月 16 日 決定延期 

理由：公文書について精査するため 

2010 年７月 21 日 部分公開決定 

 ・公立学校統計調査における進路調査票＜小＞（個票・2009 年度） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○市内全域の学校を対象に学校選択制度を実施しているが、学校名及び特定校進学者数等

を明らかにした公表または学校が類推できるような公表は過度な競争により学校間の

格差が生じる恐れがあり、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。 

    ・公立学校統計調査番号、学校基本調査学校調査番号、学校名、申告者校長氏名、作成担 

当者氏名、電話番号 

    ・進路別卒業者数のうち区域内の校区内数、校区外数及び小計、特別支援学校中学部の 

     数、その他、進路別卒業者数計 

    ・区域内進学者の進学先内訳の中学校名、（統）学校番号、区域内計。 

    ・その他の内訳 

2010 年７月 21 日 非公開決定 

 ・公立学校統計調査における進路調査票＜小＞（個票・2010 年度） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○町田市内の公立小学校における、小学校卒業者数及び私立・国立中学進学者数の小学校

別一覧は不存在である。しかし、同内容の公立学校統計調査は、東京都統計調査条例に

基づき実施される。2010 年度の同調査は、現在調査中であり、公開することにより、

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。 

 

2010-34 2010 年６月２日 …………………………………………………………（学校教育部学務課） 

■町田市内の公立中学校における、中学校卒業者及び高校進学者数の中学校別一覧（2009 年度、
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2010 年度） 

2010 年６月 16 日 決定延期 

理由：公文書について精査するため 

2010 年７月 21 日 部分公開決定 

 ・①公立学校統計調査における進路調査票＜中・２－１＞（個票・2009 年度） 

・②公立学校統計調査における進路調査票＜中・２－２＞（個票・2009 年度） 

・③公立学校統計調査における進路調査票＜中・特別支援学級＞（個票・2009 年度） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○市内全域の学校を対象に学校選択精度を実施しているが、学校名及び進学者・就職者等

以外の数を明らかにした公表または学校が類推できるような公表は、過度な競争により

学校間の格差が生じる恐れがあり、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。 

・①、②のうち 

     イ公立学校統計調査学校番号、学校基本調査学校調査番号、学校名、申告者校長氏名、

作成担当者氏名、電話番号・ＦＡＸ 

     ロ進路別卒業者数のうち「左記以外の者」、「死亡・不詳」、「進路別卒業者数計」欄 

     ハ就職していない者のうち通信制の技能教育連携により専修学校等に就学している者 

      の専修学校等の名称及び人数 

     ニ上記ロの「左記以外の者」欄の内訳全て 

     ホ上記ロの「死亡・不詳」欄の内容全て 

     ヘ上記ニの「在家庭者・進学希望のその他の内訳」、「在家庭者のその他の内訳」、「その

他のその他の内訳」欄の全て 

     ③のうち 

     イ公立学校統計調査学校番号、学校基本調査学校調査番号、障害種別、学校名、申告者

校長氏名、作成者担当者氏名、電話番号 

     ロ進路別卒業者数のうち「その他」、「進路別卒業者数計」欄 

     ハ「その他」欄の内容全て 

2010 年７月 21 日 非公開決定 

 ・①公立学校統計調査における進路調査票＜中・２－１＞（個票・2010 年度） 

・②公立学校統計調査における進路調査票＜中・２－２＞（個票・2010 年度） 

・③公立学校統計調査における進路調査票＜中・特別支援学級＞（個票・2010 年度） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○町田市内の公立中学校における、中学校卒業者数及び高校進学者数中学校別一覧は不存

在である。しかし、同内容の公立学校統計調査は、東京都統計調査条例に基づき実施さ

れる。2010 年度の同調査は、現在調査中であり、公開することにより、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。 

 

2010-35 2010 年６月４日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年３月１日から平成 22 年５月 31 日までに確認がおりた「建築計画概要書」の２面・３

面の写し 

2010 年６月 18 日 公開決定 

 ・平成 22 年３月１日から平成 22 年５月 31 日までに確認がおりた「建築計画概要書」の２面・

３面の写し 

 

2010-36 2010 年６月４日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小山ヶ丘４丁目 14 番地先配水管布設及び移設工事 積算等資料一式 

2010 年６月 17 日 公開決定 

 ・町田市小山ヶ丘４丁目 14 番地先配水管布設替及び新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 
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2010-37 2010 年６月７日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う  

 １．07 町都区第 461 号（起案書含む一式）に係る 

  （1）回答図書一式（起案書含む） 

  （2）審査会に係る図書一式（起案書含む） 

 ２．平成 16 年度直接施行調査資料作成業務に係る図書一式 

2010 年６月 21 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う ２．平成 16 年度直接施行調査資料作成業務に係る図書一式 

 理由：当該業務名が存在しないため。 

※2010 年９月 14 日 異議申立て 

2010 年６月 21 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年８月５日 公開決定 

・ 2008 年 5 月 1 日起案 07 町都区第 461 号の２ 補償コンサルタントの資料請求について（回

答） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う １．07 町都区第 461 号（起案書含む一式）に係る（１）回答図

書一式（起案書含む）〕 

2010 年８月５日 非公開決定 

 ・（1）07町都区第543号理由説明書（補充）の提出について 

   （2）07町都区第633号の２理由説明書（第２回補充）の提出について 

   （3）07町総市査第２号の20「理由説明書（第２回補充）に対する意見書」の写しについて

（送付） 

   （4）07町総市査第２号の22「意見書（真実を求めて）」の写しについて（送付） 

   （5）07町都区第1027号「意見書（文書の関連と言えるのは）の写しについて（送付） 

   （6）07町総市査第２号の35「意見書（理由説明はうそです）」の写しについて（送付） 

   （7）07町総市査第２号の39「意見書（本当の事実認否）」の写しについて（送付） 

（8）08町都区第299号町田市情報公開・個人情報保護審査会における2007年度第２号事件「答

申」について 

（9）08町都区第314号町田市情報公開・個人情報保護審査会2007年度第２号事件の答申に係 

る、公文書不存在決定処分の取消し及び部分公開について 

〔忠生土地区画整理事業に伴う１．07 町都区第 461 号（起案書含む一式）に係る（２）審査会

に係る図書一式（起案書含む）〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人情報の内容のため。 

 

2010-38 2010 年６月７日 …………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■ 新年度版、地下水揚水量報告書の一覧（個人宅を除く）（事業所名、住所、年間総量など） 

2010 年６月 21 日 部分公開決定 

・平成 20 年度地下水揚水量報告書一覧（町田市） 

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り、特定の個人が識別されるため。 

 ・個人宅に関する情報が記載されている箇所 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○公にすることにより、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。 

   ・揚水量に関する情報が記載されている箇所 

  ：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、事業場に不信感を与える可能性があり、そのことで事業場との信
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頼関係が損なわれ、その後の届出等の提出状況が悪化することが懸念されるため。 

    ・揚水量に関する情報が記載されている箇所 

 

2010-39 2010 年６月８日 ………………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■町田市とあいおい損保の裁判（症状固定後の治療費）における、あいおい損保からの「答弁書」 

2010 年６月 17 日 部分公開決定 

・東京地方裁判所 平成 22 年（ワ）第 14358 号 損害賠償等請求事件 

あいおい損保株式会社 答弁書 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお

それがあるため 

・被害者名、請求額、通院歴 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため。 

    ・被告訴訟代理人弁護士印影 

 

2010-40 2010 年６月８日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市野津田町 803 番地先配水管布設替及び新設工事 代価表、共通仮設費、イメージアップ経

費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、仕訳表） 

2010 年６月 21 日 公開決定 

 ・町田市野津田町 803 番地先配水管布設替及び新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-41 2010 年６月８日 ……………………………………………………………（財務部資産税課） 

■町田市と財団法人東京都新都市建設公社との間の昭和60年10月 1日付町田都市計画忠生土地区 

画整理事業に関する業務委託契約書 

2010 年６月 17 日 部分公開決定 

・起案書：町田都市計画忠生土地区画整理事業の業務委託契約の締結について（昭和 60 年 10 月

11 日起案） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○法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、印影偽

造等による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 

 

2010-42 2010 年６月９日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小山ヶ丘４丁目 14 番地先配水管新設工事（工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代

価明細表、諸経費計算書） 

 2010 年６月 17 日 公開決定 

 ・町田市小山ヶ丘４丁目 14 番地先配水管新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-43 2010 年６月 10 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■東京法務局町田出張所からの○○町○○、○○、○○、照会及び回答に係る図書一式（起案書、

添付等全て含む）平成 22 年２月末～３月上旬頃 

2010 年６月 24 日 部分公開決定 

・登記申請書の写しの送付方について（回答）（○○町○○） 

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、特定の個人が識別され又は識別されうるものであるため。 
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・法人代表者の生年月日 

：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による不正使用されるおそれがあるなど、事業運営上の

地位が著しく損なわれるおそれがあるため。 

・法人の印影、個人事業主の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等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れるため。 

   ・市職員の印影 

2010 年６月 24 日 不存在決定 

 ・東京法務局町田出張所からの○○町○○、○○照会及び回答に係る図書一式（起案書、添付等 

全て含む）平成 22 年２月末～３月上旬頃 

理由：○○町○○、○○について、東京法務局町田出張所からの照会がないため。 

 

2010-44 2010 年６月 10 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に関し○○○○相続に伴う 

 1．図書提供依頼文書 

 2．1 に対する提供図書と回答書 

 3．2 に係る委任状、同意書 

 4．07 年 3 号事件「底地の権利について係争中」と判断及び表記に至った図書 

 5．1～4 起案書一式 

2010 年６月 24 日 不存在決定 

 理由：所有していないため。 

 

2010-45 2010 年６月 10 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 79 街区に係る雨水枡ふた張り契約書一式（起案書を含む図書） 

2010 年６月 24 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要すため 

2010 年８月６日 部分公開決定 

・①工事指示書（第3回指示）工事件名 忠生地区維持その他工事（単価契約その108） 

契約番号 20東新公総第1797号 

  ②工事指示書（第9回指示）工事件名 忠生地区維持その他工事（単価契約その110） 

   契約番号 21東新公総第625号 

  ③工事指示書（第1回指示）工事件名 忠生地区維持その他工事（単価契約その112） 

   契約番号 21東新公総第3004号 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
   ○法人の競争上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おそれが

あるため。 

・①、②及び③の「印影」、「内訳書の単価及び金額」 

   ・①の「単契数量集計表の摘要」「単契数量計算書」「土工総括表の数値」「取付け管計 

算」「汚水桝及び取付管計算書」、「汚水桝設置計算書（BL15）2箇所」「汚水桝設置 

工 代価明細表」「空洞ブロック土留撤去工計算書（BL15）のｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工（有筋）、 

建設廃材処理（ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋）及び掘削土量控除分」「土砂掘削工計算書（BL15）の数値」 

「位置図の寸法及び面積」「平面図の地番及び寸法」 

    ・②の「指示工種集計表の数値」「管理桝防臭工 数量計算書の種別、算式及び数量」「不 

     法投棄ゴミ回収工 数量計算書の種別、計算式及び数量」「施工内訳表」「単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 

     分解処分工数量計算書の種別、計算式及び数量」「4・5号調整池草刈工 数量計算書の 

     種別、計算式及び数量」「計算書（正）」「土工総括表」「灰混入土量計算書」「灰混 

     入土産業廃棄物分別工 計算書の種別、計算式及び数量」「灰混入土・産業廃棄物処分 
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     工計算書の種別、計算式及び数量」「施工内訳表」 

    ・③の「第1回 指示工種集計表の数値」「110街区 汚水桝設置工 数量計算書」「汚水取 

     付管計算」「汚水桝及び取付管計算書」「調整池看板製作工 数量計算書の種別、計算 

     式及び数量」「79街区集水桝蓋取換工 数量計算書の種別、計算式及び数量」「施工内 

     訳表」 

 

2010-46 2010 年６月 16 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う○○町○○○○ 地蔵様移転に係る 

 1、土地区画整理事業法76条による申請書（起案書を含む） 2、申請位置の図書一式（起案書を 

 含む） 3、協議記録（起案書を含む） 4、意見書（起案書を含む） 5、土地使用承諾書（起案 

 書を含む） 

2010 年６月 24 日 不存在決定 

 理由：当該物件について土地区画整理事業法第 76 条の申請の必要がないため。 

※2010 年９月９日 異議申立て 

 

2010-47 2010 年６月 16 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市木曽東４丁目 10 番先配水管布設替工事の金額入り明細書・内訳書 

町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事の金額入り明細書・内訳書 

2010 年６月 24 日 公開決定 

 ・町田市木曽東４丁目 10 番先配水管布設替工事 

町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-48 2010 年６月 16 日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■平成 22 年 6 月 11 日 22 福保保国第 228 号 東京都福祉保健局が町田市長に宛てた「国民健康 

保険事務に関する疑義について（回答）」文 

平成 22 年 6 月 10 日 保国発 0610 第２号 厚生労働省保険局国民健康保険課長が東京都福祉保

健局保健政策部長に宛てた「国民健康保険事務に関する疑義について（回答）」文 

2010 年６月 18 日 公開決定 

・平成 22 年 6 月 11 日付 22 福保保国第 228 号「国民健康保険事務に関する疑義について（回答）」 

・平成 22 年 6 月 10 日付 保国発 0610 第２号「国民健康保険事務に関する疑義について（回答）」 

 

2010-49 2010 年６月 18 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■1997 年４月１日付町田都市計画忠生土地区画整理事業施行者町田市、忠生遺跡調査会、財団法 

人東京都新都市建設公社との間で締結した協定書第２条１項記載の委託契約に係る契約書 

2010 年６月 30 日 部分公開決定 

・ 埋蔵文化財包蔵地発掘調査委託契約書 

契約日 1986 年 7 月 17 日 1987 年～2010 年まで各年 4月 1 日  

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○法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、印影偽

造等による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。 

   ・次の１から 25 の文書のうち、法人の印影 

 

2010-50 2010 年６月 25 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市木曽東４丁目 10 番先配水管布設替工事  設計書一式（金額入り全て） 

2010 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市木曽東４丁目 10 番先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 
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2010-51 2010 年６月 25 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事  設計書一式（金額入り全て） 

2010 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-52 2010 年６月 29 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田市○○町○○、○○に係る登記図書一式、関東財務局へ送付文（起案書を含む一式）平成

18 年７月頃 

2010 年７月 12 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年８月 27 日 部分公開決定 

・2006 年７月６日起案 06 町都区第 377 号 町田都市計画忠生土地区画整理事業施行地区内に

存する登記簿上所有者のない土地について（依頼） 

〔町田市○○町○○、○○に係る 関東財務局へ送付文（起案書を含む一式）平成 18 年７月頃〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○受託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、印影偽造等による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れるため。 

 ・法人の印影 

2010 年８月 27 日 不存在決定 

・町田市○○町○○、○○に係る登記図書一式 平成 18 年７月頃 

理由：所有していないため 

 

2010-53 2010 年６月 30 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台３丁目 21 番地先配水管布設替工事の金額入り明細書・内訳書 

2010 年７月２日 公開決定 

 ・町田市成瀬台３丁目 21 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-54 2010 年７月１日 …………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台３丁目 21 番地先配水管布設替工事に関する金額入り工事総括数量表、総括書、工

事別総括書、内訳書、内訳明細書、代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算

出表、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、給水管類材料内訳明細表 

2010 年７月５日 公開決定 

 ・町田市成瀬台３丁目 21 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-55 2010 年７月１日 …………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市森野２丁目２番地先配水管布設替工事に関する金額入り工事総括数量表、総括書、工事別

総括書、内訳書、内訳明細書、代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、

管弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、給水管類材料内訳明細表 

2010 年７月５日 公開決定 

 ・町田市森野２丁目２番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-56 2010 年７月１日 …………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事に関する金額入り工事総括数量表、総括書、工事
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別総括書、内訳書、内訳明細書、代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出

表、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、給水管類材料内訳明細表 

2010 年７月５日 公開決定 

 ・町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-57 2010 年７月１日 …………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市木曽東４丁目 10 番地先配水管布設替工事に関する金額入り工事総括数量表、総括書、工

事別総括書、内訳書、内訳明細書、代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算

出表、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、給水管類材料内訳明細表 

2010 年７月５日 公開決定 

 ・町田市木曽東４丁目 10 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-58 2010 年７月９日 ……………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■５月 21 日の町田市市有地検討委員会議事録 

2010 年７月 23 日 非公開決定 

 ・５月 21 日開催の町田市市有財産活用検討委員会議事要旨 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○活用方針を検討している段階であり、公開することにより、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。 

 

2010-59 2010 年７月 13 日 ………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■○○町○○○○番地における、事業主㈱○○の宅地造成工事について事前申請及び開発許可のた

めの町田市への提出書類のうち情報公開の可能な限り全て 

2010 年７月 26 日 部分公開決定 

 ・町田市宅地開発事業に関する条例の規定に基づく計画概要書 

 ・町田市宅地開発事業に関する条例の規定に基づく協議申請書一式（10 町都開宅第 10－９号）（フ

ァイル名 協議申請書） 

  ・開発行為許可申請書（010 町都開開宅第 17 号）（ファイル名 開発許可申請書） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○(1)個人に関する情報で、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 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○(2)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、事業運営上の地

位が著しく損なわれるおそれがあるため 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○(3)公開することにより印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるなど、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 

文書 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 
① 

個人の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

代理人の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

② 

個人の生年月日 （１） 
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公務員の印影 （３） 

住民票記載内容 （１） 

課税明細書記載内容 （１） 

土地境界確定通知書の土地の所在・地番 （１） 

土地境界確定通知書の作成者の氏名 （１） 

土地境界確定通知書の作成者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

代理人の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

個人の生年月日 （１） 

公務員の印影 （３） 

住民票記載内容 （１） 

課税明細書記載内容 （１） 

土地境界確定通知書の土地の所在・地番 （１） 

土地境界確定通知書の作成者の氏名 （１） 

土地境界確定通知書の作成者の印影 （３） 

事業経歴書の事業主名 （２） 

残高証明 （２） 

構造計算書 （２） 

③ 

地質調査報告書担当者の氏名 （１） 

 

2010-60 2010 年７月 13 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■１．マンション「○○○○」（町田市○○町○○○○番地所在。２００５年○月○日建築確認申

請受付）の建築に際し、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定に

より町田市に提出された届出書およびその添付書類一式 
２．上記１の届出に関連して、町田市が作成又は入手した書類及びその他の記録一式 

2010 年７月 23 日 取り下げ 

 

2010-61 2010 年７月 13 日 ……………………………………………………（上下水道部業務課） 

■１．マンション「○○○○」（町田市○○町○○○○番地所在。２００５年○月○日建築確認申

請受付）の建築に際し、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定に

より町田市に提出された届出書およびその添付書類一式 
２．上記１の申請手続きの中で、町田市が作成又は入手した書類及びその他の記録一式 

2010 年７月 26 日 部分公開決定 

・①排水設備工事完了届 

・②排水設備計画確認申請書 

・③案内図 

・④竣工図 6 部 

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、特定の個人が識別され又は識別されるため。 

・①②④の責任技術者名・印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○印鑑偽造等による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に著しい

支障が生じると認められるため。 

・①②④の法人の印影 
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2010 年７月 26 日 不存在決定 

・排水設備計画確認申請書の添付書類のうち当初の排水設備計画図 

理由：排水設備工事完了届時に、現地に即した竣工図を添付するので、計画図は不要となり処分

をするため。 

 

2010-62 2010 年７月 13 日 ………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■１．マンション「○○○○」（町田市○○町○○○○番地所在。2005 年○月○日建築確認申請受

付）の建築について、町田市中高層建築物に関する指導要綱第４条第１項に規定による事前協議

の手続きにおける以下のもの。 

１．町田市に提出された中高層建築物建設協議願およびその添付書類・添付図書一式 
２．本件マンション建築事業者と町田市との間で締結された協定書及び添付書類・添付図書一式

３．町田市が作成又は入手したその他の書類・記録一式 

2010 年７月 26 日 部分公開決定 

・町田市中高層建築物に関する指導要綱第４第１項の規定による事前協議等の手続きにおける以

下のもの 

① 中高層建築物建設協議願一式（０５町都開中０５-６２号） 

ファイル名：中高層建築物建設協議願 （仮称）○○町○○○○計画 

ファイル名：中高層建築物建設協議願 －報告書－（仮称）○○町○○○○計画に関する協

定書 

②（仮称）○○町○○○○計画に関する協定書（０５町都開中０５-６２号の２） 

③-１ 第２５９回まちづくり調整会議資料一式（２００５年６月２１日） 

③-２ 町田市住みよい街づくり条例第２４条の規定による事前情報公開の手続きにおける資

料一式 

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、特定の個人が識別され又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 

   ○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ことや、法人事業上の情報

であり、事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため。 

   ：（３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、

個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

 

公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 

代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

個人の氏名 （１） 

 

① 中高層建築物建設協議願一式 

（０５町都開中０５-６２号） 

 

個人の資格登録番号 （１） 

法人の印影 （２） ②（仮称）○○町○○○○計画に関する協定

書（０５町都開中０５-６２号の２） 個人の生年月日 （１） 

不動産売買契約書 （２） ③-１ 第２５９回まちづくり調整会議資料

一式（２００５年６月２１日） 地位譲渡契約書 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

個人の氏名 （１） 

個人の住所 （１） 

個人の電話番号 （１） 

 

③-２ 町田市住みよい街づくり条例第２４

条の規定による事前情報公開の手続

きにおける資料一式 

 

個人の印影 （３） 
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2010-63 2010 年７月 15 日 ……………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年５月１日から平成 22 年６月 30 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・３

面 

＊建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要（可能であれば、

電磁的記録の交付を希望） 

2010 年７月 29 日 公開決定 

 ・平成 22 年５月１日から平成 22 年６月 30 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・

３面（建築基準法第 18 条の規定に基づく計画通知を含む。） 

 

2010-64 2010 年７月 20 日 ……………………………………………………（市民部防災安全課） 

■町田市ボランティア活動災害保障制度についての次の文書○平成 22 年度契約時の仕様書○平成

20、21、22 年度契約の保険証券および特約書（保険約款不要） 

2010 年８月３日 公開決定 

 ・町田市ボランティア活動災害補償制度仕様書 

 ・町田市ボランティア活動災害補償基準  

2010 年８月３日 部分公開決定 

 ・平成 20 年度保険証券および特約書 

 ・平成 21 年度保険証券および特約書 

 ・平成 22 年度保険証券および特約書 

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

法人等の財産に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

 

2010-65 2010 年７月 21 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市木曽東４丁目 10 番地先配水管布設替工事 

代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、

仕訳表） 

2010 年７月 26 日 公開決定 

 ・町田市木曽東４丁目 10 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-66 2010 年７月 21 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事 

代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、

仕訳表） 

2010 年７月 26 日 公開決定 

 ・町田市小川２丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-67 2010 年７月 21 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台３丁目 21 番地先配水管布設替工事 

代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、

仕訳表） 

2010 年７月 26 日 公開決定 

 ・町田市成瀬台３丁目 21 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 
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2010-68 2010 年７月 23 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴川３丁目 23 番地先配水管布設替工事の金額入り明細書・内訳書 

2010 年７月 27 日 公開決定 

 ・町田市鶴川３丁目 23 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-69 2010 年７月 26 日 …………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■町田市で契約している平成 21 年度および平成 22 年度の『インターネット行財政情報サービス（i

ＪＡＭＰ）の契約』について下記の３点がわかるもの（契約書あるいは請書）。（１）契約金額、

（２）ライセンス数、（３）契約期間契約の相手方の印影は対象外 

2010 年８月３日 部分公開決定 

 ・契約書（インターネットを通じて甲に提供する行財政情報サービス「iＪＡＭＰ」） 

理由：町田市情報公開常例第５条第１項第２号に該当 

   ○法人代表者の印影については、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、印影を公開すると法人等の財産に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人代表者の印影 

 

2010-70 2010 年７月 29 日 ……………………………………………………………（財務部納税課） 

■町田市公売 売却区分番号 第○○○○号の資料中 「公売不動産の土地・建物それぞれの鑑定

評価に係る部分」 

2010 年８月 12 日 部分公開決定 

 ・ファイル「2010 年度 自庁・合同不動産公売案件綴り」のうち 

   ○「＜＜評価内示書＞＞」 

   ○起案書「不動産鑑定評価（不動産鑑定評価書）について（報告）」 

   ○起案書「不動産公売に係る不動産評価検討委員会の結果について（報告）」 

別紙  

  

公開しない部分 公文書の一部を公開しない理由 

評価内示書 

 概要 

 「所在」欄の一部 

 「地積」欄 

 「延べ面積」欄 

 「画地条件」欄の一部 

 「街路条件」欄の一部 

 「交通接近条件」欄の一部 

 土地 

  個別格差内訳 

   「画地」欄の一部 

   「街路」欄の一部 

   「接近」欄の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

 不動産鑑定業者代表取締役の印影 

町田市情報公開条例第５条第１項第 2号に該当 

 公開すると、当該不動産鑑定業者等の鑑定評価業務にか

かる書類に悪用される恐れがあり、当該不動産鑑定業者等

の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損な

われる恐れがある。 
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不動産鑑定評価書 

 各ページ上部欄外のタイト   

ル表示の一部（地名） 

不動産鑑定評価書 

Ⅰ.対象不動産及び鑑定評価額 

 [１]対象不動産の表示 

  【土地】（従前地） 

   「所在･地番」欄の一部 

   「地積」欄 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

Ⅰ.対象不動産及び鑑定評価額  

[１]対象不動産の表示    

【土地】（仮換地指定地）     

「街区番号」欄 

 「仮換地数量」欄 

不動産鑑定評価書 

Ⅰ.対象不動産及び鑑定評価額 

  [１]対象不動産の表示 

   【建物】 

    「所在」欄の一部 

    「家屋番号」欄 

    「床面積」欄 

不動産鑑定評価書 

Ⅰ.対象不動産及び鑑定評価額 

 [４]対象不動産の確認 

 「２.対象不動産の所有者名」   

の一部    

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [１]価格形成要因の分析 

  ３.近隣地域の状況 

  （２）地域要因 

   「①街路条件」の一部 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [１]価格形成要因の分析 

 ３.近隣地域の状況 

 （２）地域要因 

  ②交通･接近条件 

  「a． 寄り駅」の一部 

  「ｂ．市街地との接近性」の一部 

  「ｃ．公共公益施設等」の一部 

  「ｄ．利便施設」の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。  

滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 



第１章 情報公開請求の状況 

 30

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [１]価格形成要因の分析  

  ３.近隣地域の状況     

（２）地域要因          

「⑤標準画地の規模等」の一部 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [１]価格形成要因の分析 

 ４.対象地(仮換地指定地）の状況 

 （２）個別的要因 

 「①画地条件」の一部 

 「②街路条件」の一部 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

  [１]価格形成要因の分析 

   ５.建物の状況 

    （１）建物の概要 

     「③面積」の一部 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [１]価格形成要因の分析 

 ７.対象不動産にかかる市場分析 

 「（３）売買市場の現況と需給動向」

の一部 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [２]評価 

 １.積算価格 

 （１）土地価格（更地としての価格） 

 「①近隣地域の標準価格の査定」 

       の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨   

[２]評価 

 １.積算価格 

 （１）土地価格（更地としての価格） 

  ①近隣地域の標準価格の査定   

「ｂ.取引事例比較法を適用して

求めた価格」の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 
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不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [２]評価 

 １.積算価格 

 （１）土地価格（更地としての価格） 

  ②評価対象地の更地としての価格 

   「ｂ.地積」欄 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [２]評価 

 １.積算価格 

 （２）建物価格 

  ①再調達原価 

   「ｂ.延床面積」欄 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨 

 [２]評価 

 ２.試算価格の調整及び鑑定評価額 

の決定 

 【鑑定評価書を作成した不動産鑑定 

士等の資格、署名及び押印】の印影 

町田市情報公開条例第５条第１項第 2号に該当 

 公開すると、当該不動産鑑定業者等の鑑定評価業務にか

かる書類に悪用される恐れがあり、当該不動産鑑定業者等

の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損な

われる恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

 別表Ａ 採用した公示地等及び取

引事例の 

  「所在」欄の一部 

  「地積」欄 

  「画地条件」欄の一部 

  「街路条件」欄の一部 

  「交通接近条件」欄 

  「周辺状況」欄の一部 

不動産鑑定評価書 

 別表 Ｂ 公示価格を規準とし 

た価格等及び取引事例比較法 

を適用した比準価格 

  ⑤標準化補正 

   「画地条件」の一部 

  ⑦地域格差 

   「街路条件」の一部 

   「交通接近条件」の一部   

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 2号及び町田市情報公開条例第５条

第１項第 4号に該当 

 当該取引事例の建物の所有者，居住者又は取引当事者が

明らかとなることから，取引事例の建物の所有者，居住者

又は取引当事者が個人である場合には，個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができる情報に該当

する。 取引事例の建物の所有者又は取引当事者が法人で

ある場合には，当該情報は，法人に関する情報であり，他

の情報と照合することにより，当該取引事例の建物の所有

者又は取引当事者である法人が特定されることとなる。法

人にとっては，個別の建物等の取引状況は，企業経営上の

方針又は戦略に関する情報として，競争相手等に対して秘

匿しているのが一般的であり，当該法人の競争上又は事業

運営上の地位その他社会的地位が損なわれる恐れがある。

 不動産鑑定評価に当たり参考とした取引事例情報は，取

引当事者にとっては，通常他人に知られたくない情報であ

り，仮に，このような情報が公にされることとなれば，今

後，不動産鑑定業者（不動産鑑定士）に協力する者が得ら

れなくなるなど取引事例の収集に支障を来すおそれがあ

ると認められ，市が公売物件に係る鑑定評価の際の重要な

情報が入手できなくなるなど，公売に係る事務ひいては租

税の徴収に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れが

ある。 
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不動産鑑定評価書 

別表 Ｃ 収益還元法を適用し 

て求めた価格 

 【想定建物の概要】 

  土地関係 

 「①標準画地の地積」欄の一部 

 「②前面道路」欄の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 「位置図」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 2号及び町田市情報公開条例第５条

第１項第 4号に該当 

 当該取引事例の建物の所有者，居住者又は取引当事者が

明らかとなることから，取引事例の建物の所有者，居住者

又は取引当事者が個人である場合には，個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができる情報に該当

する。 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公

にすることは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，ある

いは滞納処分を受けていたという事実を明らかにするこ

ととなり，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 取引事例の建物の所有者又は取引当事者が法人である

場合には，当該情報は，法人に関する情報であり，他の情

報と照合することにより，当該取引事例の建物の所有者又

は取引当事者である法人が特定されることとなる。法人に

とっては，個別の建物等の取引状況は，企業経営上の方針

又は戦略に関する情報として，競争相手等に対して秘匿し

ているのが一般的であり，当該法人の競争上又は事業運営

上の地位その他社会的地位が損なわれる恐れがある。 

 不動産鑑定評価に当たり参考とした取引事例情報は，取

引当事者にとっては，通常他人に知られたくない情報であ

り，仮に，このような情報が公にされることとなれば，今

後，不動産鑑定業者（不動産鑑定士）に協力する者が得ら

れなくなるなど取引事例の収集に支障を来すおそれがあ

ると認められ，市が公売物件に係る鑑定評価の際の重要な

情報が入手できなくなるなど，公売に係る事務ひいては租

税の徴収に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。 
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不動産鑑定評価書 

「付近案内図」 

「町田市都市計画忠生土地区画整理

事業」 

「仮換地明細図」 

「仮換地位置図」 

「従前地･公図写」の一部 

「従前地・地積測量図写」の一部 

「建物図面」の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 特定の個人が識別され、又は識別され得る。 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

 「見取図」 

 「間取図」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4号及び町田市情報公開条例第５条

第１項第 5号に該当  

公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼

関係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務

行政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

家屋の構造等が明らかにされることにより、当該個人が

犯罪の被害者となる恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

  「受付欄」の一部 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

  建築主等の概要 

  【1.建築主】 

  「【イ.氏名のフリガナ】」欄 

  「【ロ.氏名】」欄 

  「【ハ.郵便番号】」欄 

  「【ニ.住所】」欄 

  「【ホ.電話番号】」欄 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 

 特定の個人が識別され、又は識別され得る。 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

建築計画概要書 

建築物及びその敷地に関する事項 

「【1.地名地番】」欄の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 特定の個人が識別され、又は識別され得る。 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

 



第１章 情報公開請求の状況 

 34

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

 建築物及びその敷地に関する事項 

 【6.道路】 

  「【イ.幅員】」欄 

  「【ロ.敷地と接している部分の

長さ】」欄 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

 建築物及びその敷地に関する事項 

  【7.敷地面積】 

  「【イ.敷地面積】」欄 

  「【ホ.敷地面積の合計】」欄 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

 建築物及びその敷地に関する事項 

  【10.建築面積】 

  「【イ.建築面積】」欄 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 特定の個人が識別され、又は識別され得る。 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

 建築物及びその敷地に関する事項 

 【11.延べ面積】 

 「【イ.建築物全体】」欄     

「【ホ.住宅の部分】」欄     

「【ヘ.延べ面積】」欄 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

 建築物及びその敷地に関する事項 

  【13.建築物の高さ等】 

  「【イ. 高の高さ】」欄 

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

 建築基準法令による処分の概要書 

  【1.建築確認】 

  「【ロ.確認済証番号】」欄 

  「【ハ.交付年月日】」欄 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4 号に該当 

 特定の個人が識別され、又は識別され得る。 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を 

及ぼす恐れがある。 



第１章 情報公開請求の状況 
 

 35

不動産鑑定評価書 

 建築計画概要書 

   「付近見取図」 

   「配置図」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 特定の個人が識別され、又は識別され得る。 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。  

不動産鑑定評価書  

「写真」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 4号及び町田市情報公開条例第５条

第１項第 5号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

 家屋の構造等が明らかにされることにより、当該個人が

犯罪の被害者となる恐れがある。 

不動産鑑定評価書 

 取引事例 

  「表紙」の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 
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不動産鑑定評価書 

 取引事例 

  「位置図」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び町田市情報公

開条例第５条第１項第 2号及び町田市情報公開条例第５条

第１項第 4号に該当  

当該取引事例の建物の所有者，居住者又は取引当事者が

明らかとなることから，取引事例の建物の所有者，居住者

又は取引当事者が個人である場合には，個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができる情報に該当

する。 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公

にすることは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，ある

いは滞納処分を受けていたという事実を明らかにするこ

ととなり，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 取引事例の建物の所有者又は取引当事者が法人であ

る場合には，当該情報は，法人に関する情報であり，他の

情報と照合することにより，当該取引事例の建物の所有者

又は取引当事者である法人が特定されることとなる。法人

にとっては，個別の建物等の取引状況は，企業経営上の方

針又は戦略に関する情報として，競争相手等に対して秘匿

しているのが一般的であり，当該法人の競争上又は事業運

営上の地位その他社会的地位が損なわれる恐れがある。 

不動産鑑定評価に当たり参考とした取引事例情報は，取

引当事者にとっては，通常他人に知られたくない情報であ

り，仮に，このような情報が公にされることとなれば，今

後，不動産鑑定業者（不動産鑑定士）に協力する者が得ら

れなくなるなど取引事例の収集に支障を来すおそれがあ

ると認められ，市が公売物件に係る鑑定評価の際の重要な

情報が入手できなくなるなど，公売に係る事務ひいては租

税の徴収に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。 

不動産鑑定評価書 

 取引事例 

 公示地 町田-20 

  「現況写真」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号に該当 

 公示地の財産に関する情報が明らかとなることから，個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することがで

きる情報に該当する。 

不動産鑑定評価書 

 取引事例 1～5 

   「所在及び地番」欄の一部 

   「地積」欄 

   「画地条件」欄の一部 

   「街路条件」欄の一部 

   「交通接近条件」欄 

   「周辺状況」欄の一部 

   「備考」欄の一部 

   「現況写真」 

   「付近案内図」 

   「仮換地図写」 

   「公図写」 

   「公図写（従前地）」 

   「建物平面図写」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 2号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 当該取引事例の建物の所有者，居住者又は取引当事者が

明らかとなることから，取引事例の建物の所有者，居住者

又は取引当事者が個人である場合には，個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができる情報に該当

する。 

 取引事例の建物の所有者又は取引当事者が法人である

場合には，当該情報は，法人に関する情報であり，他の情

報と照合することにより，当該取引事例の建物の所有者又

は取引当事者である法人が特定されることとなる。法人に

とっては，個別の建物等の取引状況は，企業経営上の方針

又は戦略に関する情報として，競争相手等に対して秘匿し

ているのが一般的であり，当該法人の競争上又は事業運営

上の地位その他社会的地位が損なわれる恐れがある。 
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 不動産鑑定評価に当たり参考とした取引事例情報は，取

引当事者にとっては，通常他人に知られたくない情報であ

り，仮に，このような情報が公にされることとなれば，今

後，不動産鑑定業者（不動産鑑定士）に協力する者が得ら

れなくなるなど取引事例の収集に支障を来すおそれがあ

ると認められ，市が公売物件に係る鑑定評価の際の重要な

情報が入手できなくなるなど，公売に係る事務ひいては租

税の徴収に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。 

不動産評価検討会報告書 

 見積価額の算定について 

  １.積算価格 

  「①土地価額の算出」の一部 

不動産評価検討会報告書 

 見積価額の算定について 

  １.積算価格 

  「④建物価格の算出」の一部 

町田市情報公開条例第５条第１項第 1号及び 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 公売終了後においては，公売物件の所在地等を公にする

ことは，当該物件の公売前の所有者が滞納し，あるいは滞

納処分を受けていたという事実を明らかにすることとな

り，その者の権利利益を害する恐れがある。 

 滞納者のみならずその他の納税者と市との間の信頼関

係が損なわれ，ひいては申告納税制度を基本とする税務行

政の円滑な運営に重大な支障を及ぼす恐れがある。 

不動産評価検討会報告書 

 見積価額の算定について 

  2.公売の特殊性減価」の一部 

  「調整率」 

町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

 市の事務運営に関する情報であって、公開することによ

り当該事務の実施の公正かつ適正な実施を著しく困難に

するため。 

 

2010-71 2010 年７月 30 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴川３丁目 23 番地先配水管布設替工事 

代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、

仕訳表） 

2010 年８月３日 公開決定 

 ・町田市鶴川３丁目 23 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-72 2010 年８月５日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴間 1066 番地先配水管布設替工事及び新設工事の金額入り明細書・内訳書 

2010 年８月 12 日 公開決定 

 ・町田市鶴間 1066 番地先配水管布設替工事及び新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-73 2010 年８月６日 …………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○ 平成 18 年ごろ左記建設中のマンションに関わる建築確認申請のうち基

礎ならびに調整池の機能を持つ部分の設計図面 

2010 年８月 16 日 公開決定 

 ・保全調整池機能阻害行為届出書に対する助言及び勧告 

2010 年８月 16 日 部分公開決定 

 ・調整池の管理に関する協定書 

 ・確認申請書の構造図（確認番号：平成 11 年度第○○―○号） 

理由：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れるため。 

・法人代表者の印影 
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：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、公開することにより偽造等による不正使用のお

それがあるため。 

・設計者の印影 
    

2010-74 2010 年８月６日 …………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■2008 年 11 月 27 日付 08 町都開開第 59 号にかかる開発行為許可処分に関する申請書等の関係者

間の事前協議から処分決定までに関わる書類一式 

2010 年８月 16 日 部分公開決定 

・町田市宅地開発事業に関する条例（都市計画法第 32 条（公共施設の管理者の同意等））の規定

による協議申請書一式（０９町都開宅第０９－１２号） 

①ファイル名 「事業名・・・（仮称）○○○○」計画 

         事業者・・・㈱○○○○○」 

②ファイル名 変更 「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

            事業者・・・㈱○○○○○」 

・都市計画法第 29 条第 1項の規定に基づく開発許可申請及び都市計画法第 35 条の 2第 1項の規

定に基づく開発行為変更許可申請の一式 

③ファイル名 「０８町都開開第 59 号 開発行為許可」 

④ファイル名 「０９町都開変第 5 号 開発行為変更許可」 

⑤ファイル名 「開発行為変更届出書」 

⑥ファイル名 「０９町都開変第 17 号 開発行為変更許可」 

理由：（１）町田市情報公開条例第 5 条第 1 項第 1号（個人情報）に該当 

       個人に関する情報で、特定の個人が識別されるまた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（法人情報）に該当 

     公開することにより、印鑑偽造等により不正使用されるおそれがあり、競争上また

は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

（３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれが

あり、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

 

  公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

①ファイル名 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○」 法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

②ファイル名 変更 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○」 

代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

生年月日 （１） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

決算計画書の一部 （２） 

残高証明書 （２） 

③ファイル名 

「08 町都開開第 59 号 

 開発行為許可」 

 

納税証明書 （２） 
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2010-75 2010 年８月９日 …………………………………………（文化スポーツ振興部文化振興課） 

■町田市の博物館等の新たな在り方構想検討委員会運営支援業務委託に係る各社の企画提案書 

2010 年８月 19 日 取下げ 

 

2010-76 2010 年８月 10 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■○○町○○○○―○、○、○○、○○、○○、○、○○、○○、○○、○―○、○○建物建築申

請に伴う 

１、土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書（起案書含む一式） 

2010 年８月 24 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 8 日 部分公開決定 

 １．76 条 2 項の意見処理について 07 町都区第 784 号 

２．76 条 2 項の意見処理について 07 町都区第 175 号 

３．76 条 2 項の意見処理について 06 町都区第 348 号 

４．土地区画整理法第 76 条 2項の規定に基づく意見書 00 町都区忠(76)第 157 号 

５．土地区画整理法第 76 条 2項の規定に基づく意見書 00 町都区忠(76)第 152 号 

６．土地区画整理法第 76 条 2項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 99－46 号 

７．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－378 号 

８．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－283 号 

９．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－278 号 

10．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－263 号 

11．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－252 号 

12．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－247 号 

13．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－162 号 

14．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－158 号 

15．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－114 号 

16．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 98－34 号 

17．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 97－432 号 

18．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 97－314 号 

工事経歴書の一部 （２） 

本籍地 （１） 

擁壁構造計算書 （２） 

職員の印影 （３） 

工事現場管理者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

生年月日 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

擁壁構造計算書 （２） 

④ファイル名 

「09 町都開変第 5 号 

 開発行為変更許可」 

職員の印影 （３） 

法人の印影 （２） ⑤ファイル名 

「開発行為変更届出書」 代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

⑥ファイル名 

「09 町都開変第 17 号 

 開発行為変更許可」 職員の印影 （３） 
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19．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 97－246 号 

20．土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 町都区忠(76)第 96－280 号 

理由：町田市情報公開条例第5条第1項第1号に該当 

○特定個人が識別されるものであり、第５条第１項第１号に該当する。また、当該部分は、

一般に公表されているものではなく、公開することに同意していると明らかに認められ

るものではなく、公共の安全の確保といったような公益上公開すべき理由もないことか

ら、同号但し書きにも該当しない。 

   ・個人に関する情報 
 

2010-77 2010 年８月 10 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業施行に伴う○○補償物件 No○○を除く損失補償金の算定調書の送付につ

いて一式（起案書含む図書） 

2010 年８月 24 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 29 日 部分公開決定 

 １.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№.2) 

２.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№6) 

３.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№7) 

４.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№9) 

５.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№10) 

６.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№11) 

７.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№12) 

８.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№13) 

９.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№14) 

10.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№15) 

11.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№16) 

12.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№1,17,18,19,20) 

13.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№3,4,5,8,21) 

14.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№22,23,24,25,26) 

15.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№27,28,29,30,31) 

16.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№32,34,35,36,37) 

17.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№38,39,40,41,42) 

18.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№43,44,45,46,47) 

19.忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(物件№48,49,50,51,52) 

理由：町田市情報公開条例第5条第1項第1号に該当 

○関係権利者名、地番、補償金内訳の“その他の補償額”、“計”及び“合計”部分は、

個人に関する情報であって、特定個人が識別されるものであり、第５条第１項第１号に

該当する。また、当該部分は、一般に公表されているものではなく、公開することに同

意していると明らかに認められるものではなく、公共の安全の確保といったような公益

上公開すべき理由もないことから、同号但し書きにも該当しない。 

   ・関係権利者名、地番、補償金内訳の“その他の補償額”、“計”及び“合計” 

：町田市情報公開条例第5条第1項第２号に該当 

○印影は、法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、

印影偽造等による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 

 
2010-78 2010 年８月 10 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■○○町○○○○―○、○、○○、○○、○○、○、○○、○○、○○、○―○、○○建物建築申
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請に伴う２、許可書（１による）（起案書含む一式） 

2010 年 8 月 24 日 部分公開決定 

・１ 土地区画整理法７６条許可申請書(許可番号:平成18年度第69号) 

・２ 土地区画整理法７６条許可申請書(許可番号:平成19年度第39号) 

・３ 土地区画整理法７６条許可申請書(許可番号:平成19年度第156号) 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報の具体的な項目であるため。 

 ・申請者の住所、氏名、電話番号及び印影並びに土地所有者の住所、氏名、登記原因及

び身分事項及び除籍者の身分事項 

：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、公開することにより偽造等による不正使用の

おそれがあるため。 

 ・代理者及び設計者の印影 

：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、特定の個人を識別できる情報であるため。 

 ・案内図、配置図及び平面図の担当者の氏名 

：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人の財産の保護に著しい支障が生じると認められる情報である

ため 

 ・平面図及び断面図の間取り及び内装の仕様 

2010 年 8 月 24 日 不存在決定 

1 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成8年度第1832号)に併願されたもの) 

2 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成8年度第2548号)に併願されたもの) 

3 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成9年度第1859号)に併願されたもの) 

4 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成9年度第2262号)に併願されたもの) 

5 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成9年度第3177号)に併願されたもの) 

6 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第1342号)に併願されたもの) 

7 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第1577号)に併願されたもの) 

8 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第1646号)に併願されたもの) 

9 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第2320号)に併願されたもの) 

10 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第2359号)に併願されたもの) 

11 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第2393号)に併願されたもの) 

12 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第2463号)に併願されたもの) 

13 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第2774号)に併願されたもの) 

14 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成10年度第3318号)に併願されたもの) 

15 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成11年度第632号)に併願されたもの) 

16 土地区画整理法76条許可申請書(確認申請書(平成12年度第2063号)に併願されたもの) 

17 土地区画整理法 76 条許可申請書(確認申請書(平成 12 年度第 2097 号)に併願されたもの) 

理由：町田市文書管理規程に定められた保存年限（５年）を経過しているため。 

 

2010-79 2010 年８月 11 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴間 1066 番地先配水管布設替及び新設工事 積算内訳書一式 

2010 年 8 月 18 日 公開決定 

・町田市鶴間 1066 番地先配水管布設替及び新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-80 2010年8月16日 …………………………………………………………（建設部建設総務課） 

■町田市道（南 116 号線）に関する土地使用賃借契約の締結について 

2010 年 8 月 25 日 部分公開決定 
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町田市道（南 116 号線）に関する土地使用賃借契約の締結について 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号（法人情報）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ことや法人事業上の情報

であり、事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため。 

・土地使用賃借契約書・法人の印影 

：町田市情報公開条例第 5条第 1項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、

個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・公図写：個人の印影 

 

2010-81 2010 年 8 月 20 日 ………………………………………………………（建設部道路管理課） 

■2008 年 11 月 29 日付 08 町開開第 55 号にかかる開発行為許可処分に関する申請者との「市道切

り下げ」と「切り下げにより発生した土砂の処分方法」に関する事前協議および処理決定迄の関

係部署協議に関する書類一式 

・市道切り下げ等の大幅な工事を第三者が行う場合の市道変更許諾手続きおよび関連する法令、

内規等 

2010 年 9 月 1 日 非公開決定 

道路法第 24 条に基づく手続き（市道切り下げ等の大幅な工事を第三者が行う場合の、市道変更

許諾手続きおよび関連する法令、内規等） 

理由：町田市情報公開条例第 13 条第 2項に該当（図書館その他これに類する施設において閲覧

できるため） 

 

2010-82 2010年8月20日 …………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■2008 年 11 月 29 日付 08 町開開第 55 号にかかる開発行為許可処分に関する申請者との「市道切

り下げ」と「切り下げにより発生した土砂の処分方法」に関する事前協議および処理決定迄の関

係部署協議に関する書類一式 

・市道切り下げ等の大幅な工事を第三者が行う場合の市道変更許諾手続きおよび関連する法令、

内規等 

2010 年 9 月 2 日 非公開決定 

市道切り下げ等の大幅な工事を第三者が行う場合の市道変更許諾手続きに関連する法令等 

・町田市宅地開発事業に関する条例 

・町田市宅地開発事業に関する条例施行規則 

・町田市宅地開発事業に関する条例の手引き 

理由：町田市情報公開条例第 13 条第 2項に該当 

    ○実施機関が図書館その他これに類する施設において市民の利用に供することを目的と

して保有している図書、図画等の公文書の閲覧および写しの交付については、適用しな

いため。 

2010 年 9 月 2 日 部分公開決定 

・町田市宅地開発事業に関する条例（都市計画法第 32 条（公共施設の管理者の同意等））の規定

による協議申請書一式（09 町都開宅第 09-12 号） 

 ①ファイル名   「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

           事業者・・・（株）○○○○○」 

②ファイル名 変更「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

           事業者・・・（株）○○○○○」 

都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発許可申請及び都市計画法第３５条の２第１項

の規定に基づく開発行為変更許可申請の一式 

③ファイル名  「０８町都開開第５９号 開発行為許可」 

④ファイル名  「０９町都開変第 ５号 開発行為変更許可」 

⑤ファイル名  「開発行為変更届出書」 
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⑥ファイル名  「０９町都開変第１７号 開発行為変更許可」 

理由：（１）町田市情報公開条例第 5 条第 1 項第 1号（個人情報）に該当 

    ○個人に関する情報で、特定の個人が識別される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（法人情報）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ことや法人事業上の情報

であり、競争上または事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため。 

  ：（３）町田市情報公開条例第 5 条第 1 項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

  ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、

個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

① ファイル名    

「事業名・・・（仮称）○○○○ 

 事業者・・・（株）○○○○」 法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

② ファイル名 変更 

「事業名・・・（仮称）○○○○ 

 事業者・・・（株）○○○○」 

 代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

生年月日 （１） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

決算報告書の一部 （２） 

残高証明書 （２） 

納税証明書 （２） 

工事経歴書の一部 （２） 

本籍地 （１） 

擁壁構造計算書 （２） 

職員の印影 （３） 

③ ファイル名 

 「０８町都開開第５９号 

  開発行為許可」 

工事現場管理者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

生年月日 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

擁壁構造計算書 （２） 

④ファイル名 

「０９町都開変第 ５号 

 開発行為変更許可」 

職員の印影 （３） 

法人の印影 （２） ⑤ファイル名 

「開発行為変更届出書」 代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

⑥ファイル名 

「０９町都開変第１７号 

 開発行為変更許可」 職員の印影 （３） 

 

2010-83 2010 年 8 月 23 日 …………………………………………………（上下水道部給水課） 
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■町田市木曽東３丁目１８番先配水管新設工事の金額入り内訳書・明細書 

2010 年 8 月 26 日 公開決定 

・町田市木曽東３丁目１８番先配水管新設工事の金額入り内訳書・明細書 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-84 2010 年 8 月 20 日 …………………………………………………（財務部管財課） 

■町田市の市有地の土砂を埋め立て等のために第三者が利用する場合、町田市が許諾する際の手続

きに関する条令内規等 

上記市有地の土砂の対価決定プロセスと関連する条令、内規等 

2010 年 9 月 3 日 公開決定 

・町田市公有財産規則起案書 

 

2010-85 2010 年 9 月 2日 …………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年 6 月 1 日から平成 22 年 8 月 31 日までに確認がおりた物件の建築計画概要書 2 面 3 面

の写し 

2010 年 9 月 16 日 公開決定 

・平成 22 年 6 月 1 日から平成 22 年 8 月 31 日までに確認がおりた物件の建築計画概要書 2面、3

面の写し 

 

2010-86 2010 年 9 月 2日 …………………………………………………（都市づくり部都市計画課） 

■「町田バスセンター改修工事その２」に関する設計内訳書一式 金額の分かる書類 

2010 年 9 月 16 日 部分公開決定 

町田バスセンター改修工事その２工事設計書 

 理由：町田市情報公開条例第 5条第 1項第４号に該当 

   ○東京都の単価表にない単価の情報等であり、公開されることにより市場単価に影響を及

ぼす可能性があるため 

   ・代価明細表のうち概要欄の単価等作成の情報 

 

2010-87 2010 年 9 月 3日 …………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■8 月 20 日の面談の際、「開発行為変更に関する標識掲示は法令に規定がないため掲示義務はなく

掲示するように指導することはできない」と明言された。口答での発言のため、法令上の根拠も

不明であり、真偽確認のため、根拠となる法令を示し文書で説明願いたい。 

2010 年 9 月 15 日 不存在決定 

・開発行為変更に関する標識掲示の根拠となる法令 

理由：当該公文書に関して、都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則での規定がな

いため 

2010 年 9 月 15 日 非公開決定 

・開発行為変更に関する標識掲示の根拠となる条例等 

町田市都市計画法に規定する開発行為等の規則に係る施行細則 

町田市宅地開発事業に関する条例 

町田市宅地開発事業に関する条例施行細則 

理由：町田市情報公開条例第 13 条第 2項に該当 

○実施機関が図書館その他にこれに類する施設において市民の利用に供することを目的

として保有している図書、図画等の公文書の閲覧および写しの交付については、適用し

ないため 

 

2010-88 2010 年 9 月９日 …………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市長による 2010 年 8 月 12 日付株式会社○○○○○代表取締役社長○○○○宛て「建築基準

法第 12 条 5 項の規定に基づく報告について」（10 町都建第 176 号）に対する同社による回答一
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式 

2010 年 9 月 17 日 部分公開決定 

・建築基準法第 12 条第 5項の規定に基づく報告（2010 年 8 月 12 日付け 10 町都建第 176 号「建

築基準法第 12 条第 5項の規定に基づく報告について」に対する報告）一式 

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り、特定の個人を識別され、または識別され得るものであるため 

    ・担当者の氏名及び印影並びに担当者及び職員の写真 

   ：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による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため 

・法人代表者の印影 

   ：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 5 号に該当 

    ○個人が使用している印鑑の陰影であり、公開することにより偽造等による不正使用のお

それがあるため 

    ・設計者の印影 

 

2010-89 2010年9月10日 …………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年 7 月 1 日から平成 22 年 8 月 31 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の 2 面・3 

面  

＊建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要（可能であれば、

電磁的記録の交付を希望） 

2010 年 9 月 24 日 公開決定 

・平成 22 年 7 月 1 日から平成 22 年 8 月 31 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の 2面・3 

面（建築基準法第 18 条の規定に基づく計画通知を含む） 

 

2010-90 2010年9月10日 …………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番地 ○○マンション建設に関わる建築確認申請の内、基礎ならびに調整

池の機能を持つ部分の設計図書 

2010 年 9 月 21 日 部分公開決定 

・１．調整池の管理に関する協定書  

・２．確認申請書の構造図（確認番号：平成 11 年度第○○○○号） 

理由：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による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため 

・法人代表者の印影 

   ：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 5 号に該当 

    ○個人が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

それがあるため 

    ・設計者の印影 

2010 年 9 月 21 日 公開決定 

・保全調整池機能阻害行為届出書に対する助言および勧告 

 

2010-91 2010 年 9 月 13 日 …………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市真光寺町 330 番地先配水管新設工事 

代価表、共通仮設費、イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、

仕訳表） 

2010 年 9 月 16 日 公開決定 

・町田市真光寺町 330 番地先配水管新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 
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2010-92 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市真光寺町 330 番地先配水管新設工事の金額入り内訳書・明細書 

2010 年 9 月 17 日 公開決定 

・町田市真光寺町 330 番地先配水管新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-93 2010年9月21日 …………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生区画整理事業に伴う 

単価契約書 件名：忠生地区家屋調査委託業務（その２）に係る 

１、指示書（起案書含む一式） 

２、内訳書（起案書含む一式） 

３、指示工種集計表（起案書含む一式） 

４、数量計算書（起案書含む一式） 

５、単契数量集計表（起案書含む一式） 

６、平面図（起案書含む一式） 

７、位置図（起案書含む一式） 

８、単価価格表（起案書含む一式） 

2010 年 10 月 5 日 不存在決定 

・忠生区画整理事業に伴う 

単価契約書 件名：忠生地区家屋調査委託業務（その２）に係る 

１、指示書（起案書含む一式） 

２、内訳書（起案書含む一式） 

３、指示工種集計表（起案書含む一式） 

４、数量計算書（起案書含む一式） 

５、単契数量集計表（起案書含む一式） 

６、平面図（起案書含む一式） 

７、位置図（起案書含む一式） 

８、単価価格表（起案書含む一式） 

理由：所有していないため 

 

2010-94 2010年9月21日 …………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理地内 

平成 16 年度補償代行設計業務（直接施行）に係る 

１、契約書一式（起案書含む）  

２、設計書一式（起案書含む） 

３、納品物一式（起案書含む） 

2010 年 10 月 5 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理地内 

平成 16 年度補償代行設計業務（直接施行）に係る 

１、契約書一式（起案書含む）  

２、設計書一式（起案書含む） 

３、納品物一式（起案書含む） 

理由：所有していないため 

 

2010-95 2010年9月21日 …………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１、平成 16 年 9 月 1 日及び 11 月 10 日の記録の事実による下記図書 

 （１）平成 16 年 9 月 1 日（当時荒井課長との電話）「調査会社 （○○・○○）より調査書が届

けられたがまったく内容のないものであったためやり直しをさせた」 

 １）届けられた図書一式（起案書含む） 
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 ２）やり直し依頼に係る図書一式（起案書含む） 

 ３）その後届けられた図書一式（起案書含む） 

 （２）平成 16 年 11 月 10 日午前 10 時 30 分 ㈱○○○ ○○氏 

    「市へは詳しい調査内容を数回 FAX 入れた」 

     １）FAX で送信された図書（起案書含む一式） 

     ２）(1)に対する市の対応に係る図書一式（起案書含む） 

２、NPO ○○○に係る 

（１）平成 8 年度以降 

１）契約決定から支払いに伴う図書一式（起案書含む） 

２）（１）により作成された図書一式（起案書含む） 

2010 年 10 月 5 日 不存在決定 

・１、平成 16 年 9 月 1日及び 11 月 10 日の記録の事実による下記図書 

 （１）平成 16 年 9 月 1日（当時荒井課長との電話）「調査会社 （○○・○○）より調査書が届

けられたがまったく内容のないものであったためやり直しをさせた」 

  １）届けられた図書一式（起案書含む） 

  ２）やり直し依頼に係る図書一式（起案書含む） 

  ３）その後届けられた図書一式（起案書含む） 

 （２）平成 16 年 11 月 10 日午前 10 時 30 分 ㈱○○○ ○○氏 

    「市へは詳しい調査内容を数回 FAX 入れた」 

     １）FAX で送信された図書（起案書含む一式） 

     ２）(1)に対する市の対応に係る図書一式（起案書含む） 

２、NPO ○○○に係る 

（１）平成 8年度以降 

１）契約決定から支払いに伴う図書一式（起案書含む） 

２）（１）により作成された図書一式（起案書含む） 

理由：１の（１）の 1)および３）、１の（２）の 1)及び２の（１）の 1)は所有していないため 

   １の（１）の 2)、１の（２）の 2)及び２の（１）の 2)は作成していないため 

 

2010-96 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（総務部市政情報課） 

■平成 21、22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 14 日 部分公開決定 

個人情報取扱事業者保険に係る下記文書 

 ・平成 21 年度賠償責任保険証券 

 ・平成 22 年度賠償責任保険証券 

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、不正使用されるおそれがあり、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 

 

2010-97 2010 年 9 月 22 日 …………………………………………………（建設部道路管理課） 

■「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」の申請における協議過程で提出された道路新設等整備通

知書 

2010 年 9 月 29 日 公開決定 

・道路新設等整備通知書 

  「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」の申請における協議過程で提出された道路新設等整備

通知書 
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2010-98 2010 年 9 月 22 日 …………………………………………………（財務部管財課） 

■「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げにより生じた公有財産（動

産）である土砂の処分に関する稟議書、普通財産処分契約締結請求書等の処分決定に関わる関係

書類一式 

2010 年 10 月 6 日 不存在決定 

・「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げにより生じた公有財産（動

産）である土砂の処分に関する稟議書、普通財産処分契約締結請求書等の処分決定に関わる関

係書類一式 

理由：市道の切り下げにより発生したものであっても、土砂を市の財産として取り扱っていない

ため 

 

2010-99 2010年9月22日 …………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げにより生じた公有財産（動

産）である土砂の譲渡に関する業者との打ち合わせ記録、対価決定に関する記録、譲渡契約書等

の普通財産譲渡決定に関する関係書類一式 

2010 年 10 月 5 日 不存在決定 

・「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げにより生じた公有財産（動

産）である土砂の譲渡に関する業者との打ち合わせ記録、対価決定に関する記録、譲渡契約書

等の普通財産譲渡決定に関する関係書類一式 

理由：請求のあった内容の文書は存在しないため 

 

2010-100 2010 年 10 月６日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１、平成 17 年 11 月 2 日 

   起案書「建築物等の調査に関する覚書（案）について」に伴う 

   ○○○○弁護士（○○法律事務所）に係る 

   起案書を含む一切の図書 

 ２、07 町都区第 481 号本文書 

2010 年 10 月 20 日 公開決定 

・０７町都区第 481 号 

土地区画整理事業区域内に所在する国有地の不換地処分の同意について（報告） 

［２、07 町都区第 481 号本文書］ 

2010 年 10 月 20 日 不存在決定 

・平成 17 年 11 月 2 日 

   起案書「建築物等の調査に関する覚書（案）について」に伴う 

   ○○○○弁護士（○○法律事務所）に係る 

   起案書を含む一切の図書 

理由：作成していないため 

 

2010-101 2010年10月12日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田市事務決裁規程 

１、「建築物等の調査に関する覚書」起案書に係る 

（１）決裁区分 乙 の法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

２、「建築物等の調査に関する覚書」に係る 

（１）署名捺印が 東京都町田市○○町○○○○番地 

         町田市都市計画部区画整理担当部長荒井昭治 

    公印名 町田市区画整理担当部長之印 

である法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

３、「忠生区画整理事業の工事に伴う○○邸損傷に対する補償」起案書に係る 
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（１）起案当初決裁区分を甲にした法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

（２）起案当初発信者 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

           施行者 町田市 

           代表者 町田市長 石阪丈一 

にした、法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

（３）決裁区分を乙に変更した法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

（４）発信者を   町田市都市計画部区画整理担当部長荒井昭治 

  公印名 町田市区画整理担当部長之印 

に変更した法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

４、件名 ○○様への対応について 起案書に係る 

（１）決裁区分が甲である法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

（２）発信者 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

施行者 町田市 

代表者 町田市長 石阪丈一 

である法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

（３）市長のサインの法的根拠文書及び判断文書（起案書含む一式） 

2010 年 10 月 26 日 非公開決定 

・町田市事務決裁規程  

理由：町田市情報公開条例第 13 条第 2項に該当 

文書名 町田市事務決裁規程 

町田市事務決裁規程は市政情報課（やまびこ）、町田市ホームページにて閲覧可能 

※2011 年１月 24 日 異議申立て 

 

2010-102 2010 年 10 月 13 日 ………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市図師町 318 番地先配水管新設工事 

代価表、共通仮設費、イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、参考内訳書（総括表、内訳表、

仕訳表） 

2010 年 10 月 15 日 公開決定 

町田市図師町 318 番地先配水管新設工事 

・工事設計書 

・代価明細書 

・内訳明細書 

 

2010-103 2010 年 10 月 14 日 ………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市図師町 318 番地先配水管新設工事の金額入り内訳書、明細書 

2010 年 10 月 15 日 公開決定 

町田市図師町 318 番地先配水管新設工事 

・工事設計書 

・代価明細書 

・内訳明細書 

 

2010-104 2010年10月15日 ………………………………………………（都市づくり部都市計画課） 

■町田市小野路町３３３２番地の町田市剪定技資源化センターが用途の見直しで準工業になった

経過、議事録等の開示 

2010 年 10 月 27 日 決定延期 

理由：対象文書の特定に時間を要するため 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・E、町田市都市計画ごみ処理場 調整資料 

・F、町田市都市計画ごみ処理場 都市計画審議会資料 
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ファイル名 № 文書名 公開しない部分 公文書の一部を公開しない理由

1  
処理施設等の都市計画事前調

整に必要な図書（案）の提出
    

2  
第 156 回都市計画審議会付議

予定案件 6/28 提出原稿 
    

3  

第 156 回（平成 14 年 12 月）

都市計画審議日程（予定） 

8/14 変更 

    

4  用途地域変更調書     

5  町田市現地視察箇所     

6  
剪定枝資源センター都市計画

変更理由書（案） 
    

7  広報（コピー）     

8  ○○○○㈱施設経過書 8.6 付 「施設責任者名」

町田市情報公開条例第 5 条第 1

項第１号に該当。個人情報に関

する情報であって、公開するこ

とにより特定の個人が識別され

る為。 

9  
その他 地元説明経過書、説

明会質疑応答記録 

「町内会長名、説

明者出席者名」 

町田市情報公開条例第 5 条第 1

項第１号に該当。個人情報に関

する情報であって、公開するこ

とにより特定の個人が識別され

る為。 

10 メモ     

Ｅ．町田市

都市計画ご

み処理場 

調整資料 

11 

・住宅地図、周辺状況図、都

市計画図、周辺利用の説明半

径１kｍ、地形図、公図、字界

図、多摩地形図 

「個人氏名」 

町田市情報公開条例第 5 条第 1

項第１号に該当。個人情報に関

する情報であって、公開するこ

とにより特定の個人が識別され

る為。 

1  
処理施設等の都市計画事前調

整に必要な図書（案）の提出
    

2  ○○○○㈱施設経過書 8.6 付 施設責任者名 

町田市情報公開条例第 5 条第 1

項第１号に該当。個人情報に関

する情報であって、公開するこ

とにより特定の個人が識別され

る為。 

3  質疑応答記録     

4  経過記録     

Ｆ．町田市

都市計画ご

み処理場 

都市計画審

議会資料 

5  
平成１２年度交通量調査報告

書 
    

 

2010 年 12 月 8 日 公開決定 

A、町田市都市計画ごみ処理場の決定関連、用途地域変更起案書 

B、第二剪定技資源化事業計画 

C、ごみ処理場 

D、用途地域（第二剪定技） 
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ファイル名 № 文書名 

1  
用途地域の建築物の用途制限等に関する調査及び教示について（依

頼） 

2  
用途地域の建築物の用途制限等に関する調査及び教示について（回

答） 

3  
平成 14 年度及び平成 15 年度東京都都市計画審議会付議予定案件の

確認等について（依頼）ＦＡＸ 

4  
平成 14 年度及び平成 15 年度東京都都市計画審議会付議予定案件の

確認等について（依頼） 

5  東京都都市計画審議会付議予定案件の確認等について（回答） 

6  
平成 14 年度及び平成 15 年度東京都都市計画審議会付議予定案件の

確認等について（回答） 

7  
第 156 回東京都都市計画審議会への付議予定案件における資料提出

について 

8  都市計画の変更予定について（通知） 

9  町田都市計画用途地域の変更について（照会） 

10 広報掲載について（依頼） 

11 町田都市計画用途地域の変更について（通知） 

12 第 133 回町田市都市計画審議会 議事日程 

13 第 156 回東京都都市計画審議会 事前説明会資料 

14 第 156 回東京都都市計画審議会提案事項概要 

15 町田都市計画用途地域に係る都市計画の案について（公告） 

16 公示縦覧 資料 

17 東京都公報 

18 町田都市計画用途地域計画図（東京都決定） 

19 町田都市計画用途地域総括図（東京都決定） 

20 町田市公告第 95 号 

21 町田都市計画用途地域計画図（東京都決定） 

22 町田都市計画 ごみ処理場 計画図（町田市決定） 

Ａ．町田市都市計画ごみ

処理場の決定関連、用途

地域変更起案書 

23 町田都市計画 ごみ処理場の決定箇所 

1  ＭＰの位置づけ．都市計画課の考え方．環境部との打合せ 

2  剪定枝処理施設に関する打合せ 

3  剪定枝処理施設に関する打合せ 

4  
町田第２剪定枝資源化施設建設計画に伴う都市計画決定について

（都打合せ） 

5  町田第２剪定枝資源化施設建設計画について（環境部打合せ） 

6  
町田第２剪定枝資源化施設建設計画に伴う都市計画決定について

（都第２回打合せ） 

7  町田第２剪定枝資源化センター計画に関する打合せ（多摩市打合せ）

Ｂ．第二剪定枝資源化事

業計画 

8  その他の処理施設の名称変更について（環境総務課よりＦＡＸ） 

1  剪定枝資源化事業計画 

2  町田市第二剪定枝建設計画に伴う用途地域の変更について（依頼） 

3  「その他の処理施設の決定について（協議）」 

4  町田市第二剪定枝建設計画に伴う用途地域の変更について（依頼） 

5  町田都市計画ごみ処理場の決定について 

Ｃ．ごみ処理場 

6  同意書（東京都） 
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7  町田都市計画ごみ処理場に係る都市計画の案について告示 

8  町田市公告第 93 号 

9  町田都市計画ごみ処理場に係る都市計画の案について告示 

10 町田市公告第 562 号 

11 ごみ処理場に係る都市計画の案について関連図書の送付 

1  広報掲載（依頼） 

2  
町田都市計画用途地域の変更について（通知） 東京都知事より受

付 

3  町田都市計画用途地域の変更について（回答） 

4  町田都市計画用途地域の変更について（公衆の縦覧・公告指示） 

Ｄ．用途地域（第二剪定

枝） 

5  町田都市計画用途地域の変更について（公告第 130 号） 

 

2010-105 2010年10月18日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田都市計画忠生土地区画整理事業 

宅地造成基準に伴う 

 １、2009 年 11 月 1 日施行に係る 

   1)起案書を含む一式 

 ２、審議会の諮問答申と議事録及び起案書を含む一式 

 ３、造成基準高と整地高を記した図書（起案書を含む一式） 

2010 年 11 月 1 日 不存在決定 

・町田都市計画忠生土地区画整理事業 

宅地造成基準に伴う 

 ２、審議会の答申及び起案書を含む一式 

 ３、造成基準高を記した図書（起案書を含む一式） 

理由：２、は作成していないため 

    ３、は所有していないため 

2010 年 11 月 1 日 部分公開決定 

・(1)09 町都区第 839 号 

  「平成 21 年度 第 2 回忠生土地区画整理審議会 議事録」の報告について 

  ［町田都市計画忠生土地区画整理事業 

宅地造成基準に伴う２、審議会の答申及び起案書を含む一式］ 

(2)平成 4年度 

 忠生地区宅地造成計画図作成委託業務 造成平面図 

［町田都市計画忠生土地区画整理事業 

宅地造成基準に伴う ３、造成基準高を記した図書（起案書を含む一式）］ 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 1号に該当 

    ○特定個人が識別されるものであり、また、当該部分は、一般に公表されているものでは

なく、公開することに同意していると明らかに認められるものではなく、公共の安全の

確保といったような公益上公開すべき理由もないことから、同号但し書きにも該当しな

い。 

    ・公社職員の氏名、擁壁一覧表の地番 

※2011 年１月 24 日 異議申立て 

2010 年 11 月 1 日 公開決定   

・(1)09 町都区第 496 号 

 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

宅地造成基準（基本的事項）の改正について 

［町田都市計画忠生土地区画整理事業 宅地造成基準に伴う１、2009 年 11 月 1 日施行に係る 

  1)起案書を含む一式］ 

 (2) 09 町都区第 475 号 
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 町田都市計画忠生土地区画整理事業の、宅地造成基準の改正について(諮問) 

［町田都市計画忠生土地区画整理事業 宅地造成基準に伴う ２、審議会の諮問及び起案書を

含む一式］ 

 

2010-106 2010年10月18日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■下記文書に伴う 

１、03 町都区第 217 号 2004 年 2 月 25 日 「質問について」 

  文中「住宅調査会社が見つかりましたので」の住宅調査会社に係る 

  １）各住宅調査会社名を記した文書（起案書含む一式） 

   ２）選定経緯文書（起案書含む一式） 

２、03 町都区第 228 号 2004 年 2 月 27 日 「質問状について」 

 文中「住宅調査会社は本調査を行う前に事前に家を見させて頂きたいとのこと」に係る 

  １）各住宅調査会社名を記した文書（起案書含む） 

  ２）事前に家を見ることへの依頼を記した文書（起案書含む） 

  ３）事前に家を見ることへの目的を記した文書（起案書含む） 

  ４））各住宅調査会社選定経緯文書（起案書含む） 

３、04 町都区第 21 号 2004 年 4 月 26 日 「ご要望の件について（回答）」 

 文中「調査会社と連絡が取れましたので」に係る 

  １）各調査会社名を記した文書（起案書含む一式） 

  ２）連絡の方法及び伴う文書（起案書含む一式） 

  ３）回答に至る「う」文中「レントゲンによる専門調査会社」に当たる会社名を記した文書

（起案書含む一式） 

  ４） １）、３）の調査会社選定経緯文書（起案書含む一式） 

４、04 町都区第 80 号 2004 年 8 月 5 日 「建物調査の日程について」 

（１）文中「打ち合わせ及び調査の日程」に係る 

  １）各調査会社への依頼及び回答（出向くことへの了解）文書（起案書含む一式） 

  ２）調査の中容及び方法を記した文書（起案書含む一式） 

 （２）文中「建築確認申請書」を借用 

   １）本申請書を貸与及び使用の会社を記す文書（起案書含む一式） 

2010 年 10 月 29 日 不存在決定 

・下記文書に伴う 

１、03 町都区第 217 号 2004 年 2 月 25 日 「質問について」 

  文中「住宅調査会社が見つかりましたので」の住宅調査会社に係る 

  １）各住宅調査会社名を記した文書（起案書含む一式） 

   ２）選定経緯文書（起案書含む一式） 

２、03 町都区第 228 号 2004 年 2 月 27 号（日）「質問状について」 

 文中「住宅調査会社は本調査を行う前に事前に家を見させて頂きたいとのこと」に係る 

  １）各住宅調査会社名を記した文書（起案書含む） 

  ２）事前に家を見ることへの依頼を記した文書（起案書含む） 

  ３）事前に家を見ることへの目的を記した文書（起案書含む） 

  ４）各住宅調査会社選定経緯文書（起案書含む） 

３、04 町都区第 21 号 2004 年 4 月 26 日 「ご要望の件について（回答）」 

  文中「調査会社と連絡が取れましたので」に係る 

  １）各調査会社名を記した文書（起案書含む一式） 

  ２）連絡の方法及び伴う文書（起案書含む一式） 

  ３）回答に至る「う」文中「レントゲンによる専門調査会社」に当たる会社名を記した文書

（起案書含む一式） 

  ４） １）、３）の調査会社選定経緯文書（起案書含む一式） 

４、04 町都区第 80 号 2004 年 8 月 5 日 「建物調査の日程について」 
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（１）文中「打ち合わせ及び調査の日程」に係る 

  １）各調査会社への依頼及び回答（出向くことへの了解）文書（起案書含む一式）） 

  ２）調査の中容及び方法を記した文書（起案書含む一式） 

  （２）文中「建築確認申請書」を借用 

   １）本申請書を貸与及び使用の会社を記す文書（起案書含む一式） 

理由：作成していないため 

 

2010-107 2010 年 10 月 19 日 ………………………………………………（総務部市政情報課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている平成 21 年度の損害保険契約証券の写し・

付属明細書・特約書（損害・火災・賠償） 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 28 日 部分公開決定 

・個人情報取扱事業者保険にかかる文書 平成 21 年度賠償責任保険証券 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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、不正使用されるおそれがあり、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 

 

2010-108 2010年10月20日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■○○町○○○○―○○に係る 

 １、損失補償に伴う交渉依頼の図書一式（起案書含む） 

 ２、区画整理補償金支払依頼について図書一式（起案書含む） 

2010 年 11 月 2 日 部分公開決定 

（1）1996年8月19日 

   忠生土地区画整理事業施行に伴う移転交渉依頼について 

  ［○○町○○○○-○○に係る 1.損失補償に伴う交渉依頼の図書一式（起案書含む）］ 

（2）96町忠補第76～87号 

   平成8年度区画整理補償金支払依頼について 

  ［○○町○○○○-○○に係る 2.区画整理補償金支払依頼について図書一式（起案書含む）］ 

理由：町田市情報公開条例第5条第1項第1号に該当 

○特定個人が識別されるものであり、個人の財産に関することであるため、第５条第１項

第１号に該当する。また、当該部分は、一般に公表されているものではなく、公開する

ことに同意していると明らかに認められるものではなく、公共の安全の確保といったよ

うな公益上公開すべき理由もないことから、同号但し書きにも該当しない。 

・（1）の「物件所有者」、損失補償金調表の「関係人区分及び氏名」及び「補償金内訳

の建築物補償額、工作物及び竹木土石等補償額、その他の補償額、計、合計」 

（2）の『平成8年度区画整理補償金支払依頼書の「権利者氏名」,「補償金額」及び「支

払期限」』、『請求書の「金額」,「住所」,「氏名」及び「印影」』、『支払金銀行振

込依頼書の「請求金額」,「振込銀行」,「振込口座番号」,「振込口座名の住所、フリガ

ナ及び氏名」及び「振込依頼人の住所、氏名、印影及び電話番号」』、『平成8年度区画

整理課補償金支払完了通知書の「権利者氏名」,「補償金額」,「支払日」』、『預金払

戻請求書 預金口座振替による振込受付書（兼払込手数料受取書）の「ご依頼日」、「お

振込先」、「お受取人」、「ご依頼人」、「お振込金額」、「支払済日付」、「出納印

氏名」及び「出納日付」 

：町田市情報公開条例第5条第1項第2号に該当 

○印影は受託者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、印影偽造等による不正使用される恐れがあり、印影を公開すると
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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）の「法人印影」 

 

2010-109 2010 年 10 月 20 日 ………………………………………………（建設部道路管理課） 

■「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げにより生じた公有財産（動

産）である土砂の処分に関する普通財産処分契約締結請求書等の普通財産処分決定に関わる関係

書類及び該土砂の譲渡に関する対価決定に関する記録、譲渡契約書等の普通財産譲渡決定に関す

る関係書類が存在しないとして公開されないが、このような公有財産である土砂を町田市公有財

産規則に違反して処分することを認める根拠となる、道路管理課における処分に関する通知等の

関係書類一式 

2010 年 10 月 25 日 不存在決定 

・「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げにより生じた公有財産（動

産）である土砂の処分に関する普通財産処分契約締結請求書等の普通財産処分決定に関わる関

係書類及び該土砂の譲渡に関する対価決定に関する記録、譲渡契約書等の普通財産譲渡決定に

関する関係書類が存在しないとして公開されないが、このような公有財産である土砂を町田市

公有財産規則に違反して処分することを認める根拠となる、道路管理課における処分に関する 

通知等の関係書類一式 

理由：道路管理課における公有財産の処分に関する通知等の関係書類は、存在いたしません。 

 

2010-110 2010 年 10 月 25 日 ………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■まちづくり調整協議会議事録 

○○○－○計画及び近隣マンション及び分譲住宅に係る部分 

2010 年 10 月 28 日 公開決定 

・2010 年度第２回まちづくり調整協議会の議事要旨について（報告） 

・2010 年度第３回まちづくり調整協議会の議事要旨について（報告） 

・第 293 回まちづくり調整協議会の議事要旨について（報告） 

 

2010-111 2010 年 10 月 15 日 ………………………………………………（環境資源部環境総務課） 

■町田市小野路町３３３２番地の町田市剪定技資源センターが用途の見直しで準工業になった経

過、議事録等の開示 

2010 年 10 月 27 日 決定延期 

理由：対象文書の特定に時間を要するため 

2010 年 12 月 7 日 部分公開決定 

・A、第二剪定技資源化センター都市計画関係・その他 

・B、青ファイル（参考資料） 

・C、青ファイル（都計審） 

・D、第二剪定技進捗状況報告書 

・E、剪定技都市計画資料参考資料① 

・F、剪定技関係部署協議資料 

ファイル名  文書名 
公開しな

い部分 

公文書の一部を公開しない理由

1 
（仮称）町田市第二剪定枝資源化セ

ンターに対する要望について 

    

2 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設の計画協議について 

    

3 
警視庁協議について（２００２年９

月１７日協議記録） 

    

4 （２００２年９月１８日協議記録）     

A 

第二剪定枝

資源化セン

ター都市計

画関係・そ

の他 

5 警察協議について（２００２年８月     
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１５日協議記録） 

6 剪定枝資源化事業計画     

7 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設の計画協議について（協議） 

    

8 

町田市第二剪定枝資源化センター

建設に伴う都市計画法第１９条第

３項の規定による同意について（報

告） 

    

9 

「町田市第二剪定枝資源化センタ

ー生活環境影響調査書縦覧」広報ま

ちだ１０月２１日号掲載依頼につ

いて 

    

10 
都市計画の変更予定について（通

知） 

    

11 
町田都市計画（ごみ処理場 その他

の処理施設）の決定について 

    

12 
剪定枝資源化センター建設に伴う

説明会の開催について 

町内会長

の「氏名」

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、公

開することにより特定の個人が

識別されるため。 

13 

「剪定枝資源化センター建設説明

会」広報まちだ８月１１日号掲載依

頼について 

    

14 

町田第二剪定枝資源化施設建設計

画に伴う都市計画の決定について

（依頼） 

    

15 

第１５６回東京都年経過気宇審議

会付議予定案件の資料（剪定枝資源

化事業計画）提出について 

    

16 

町田市リサイクル関連施設整備計

画及び第二剪定枝資源化事業計画

（抜粋）について 

    

17 

平成１４年度及び平成１５年度東

京都都市計画審議会付議予定案件

の確認等について（回答） 

    

18 

平成１４年度東京都都市計画審議

会付議予定案件の調査について（回

答） 

    

19 

用途地域の建築物の用途制限等に

関する調査及び教示について（回

答） 

    

20 
公共用財産処理協議会の結果につ

いて 

    

21 

町田市第二剪定枝資源化センター

建設に係る町田市公共用財産処理

協議の申請について 

公図写し

の「土地所

有者住所、

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人が
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識別されるため。 

22 

町田市第二剪定枝資源化センター

に係る土地の無償返還に関する届

出書について 

「土地所

有者住所、

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人が

識別されるため。 

23 
用途一斉見直しに伴う資料提供に

ついて（回答） 

    

24 

町田市第二剪定枝資源化施設建設

に伴う実施設計等の進捗状況につ

いて 

    

25 

町田市第二剪定枝資源化施設建設

に伴う実施設計等の進捗状況につ

いて 

設計会社

の「所長印

の印影」 

町田市情報公開条例第５条第１

項第２号に該当。 

法人に関する情報であって、当

該法人等の競争上又は事業運営

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。 

26 
剪定枝資源化施設の視察について

（依頼） 

    

27 剪定枝施設の見学について 

設計会社

の「社員

名」、見学

先の「担当

者名」、「参

加者氏名」

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、公

開することにより特定の個人が

識別されるため。 

28 土地の無償返還に関する届出書 

「土地所

有者住所、

氏名」、「土

地の評価

額」 

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の個人が

識別されるため。 

 

ファイル

名 
 文書名 

公開しな

い部分 

公文書の一部を公開しない理

由 

1 

町田市剪定枝資源化センター 国

庫補助事業採択範囲について（その

２報） 

設計会社

の「社員氏

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

2 

町田第二剪定枝資源化センター建

設に伴う農林水産省補助金につい

て 

    

B 

青ファイ

ル（参考資

料） 

3 
水道管管理図 作成年月日 ０２．

１２．０２ 図面 

「土地所

有者氏名、

お客様番

号」 

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の個人

が識別されるため。 
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4 ⑤その他 と記載されている文書     

5 
町田市剪定枝資源化センター施設

概要 

    

6 
町田市第二剪定枝資源化センター

施設計画概要 

    

7 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設スケジュール 

    

8 
町田第二剪定枝資源化センター計

画汚水量 

    

9 
警察協議について 2002 年 8 月 15

日の内容 

    

10 
警視庁協議について 2002 年 9 月

17 日の内容 

    

11 ○○○○（株）施設経過書      

12 
剪定枝資源化センター建設に伴う

説明会の開催について 

「町内会

長氏名」 

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

13 
剪定枝資源化センター建設に伴う

説明会の開催について 

    

14 剪定枝資源化センター建設概要     

15 建設説明会ご出席者 

「説明会

出席者住

所、氏名、

電話番号」

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の個人

が識別されるため。 

16 
地元説明経過書 2002年3月2日か

ら 8月 17 日 

    

17 
住民説明会 会議録 平成 14 年 8

月 17 日分 

    

18 生活環境影響調査     

19 
剪定枝資源化施設設置に伴う生活

環境影響調査 現地調査要領書 

    

20 
アセトアルデヒド 等の解説文 

2002 年 10 月 8 日 

    

21 
騒音・振動基準集   

平成 14 年 3 月  東京都環境局 

    

22 
町田第二剪定枝資源化センター 

＜緑化計画・計算書＞ 

緑化計画

平面図の

「土地所

有者氏名、

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

23 
マテリアルバランスシート（御参

考）  

施設フロ

ー図の「設

計担当者

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 
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24 第二剪定枝資源化施設 計画（案）     

25 

みどりのリサイクル 剪定枝資源

化設備基本計画提案書 平成 14 年

5 月 31 日 ○○○工業株式会社 

環境システム事業部 

    

26 
ごみ処理施設運転に必要な主な資

格リスト 

    

27 
町田市第二剪定枝資源化施設賃貸

料算出表 2002．10.1 現在 

「土地所

有者氏名、

地籍、平米

単価、月賃

貸料、年間

賃貸料、６

ヶ月賃貸

料」 

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の個人

が識別されるため。 

28 公図の写し 

「土地所

有者住所、

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

29 土地利用の履歴等調査届出書     

30 

現場名・第 2 剪定枝資源化施設建設

に伴う測量業務委託 面積（座標

法）計算書 

現況平面

図の「土地

所有者住

所、氏名」

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

31 実測図 

「土地所

有者氏名、

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

32 丈量図 

「土地所

有者氏名」

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

33 現況平面図 

「土地所

有者住所、

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

34 
平成 14 年 8 月 23 日＜金曜日＞ 

建通新聞 多摩版 部分写し 

    

35 
平成 16 年９月 2４日＜金曜日＞ 

建通新聞 多摩版 部分写し 

    

36 
平成 15 年 2 月 25 日（火曜日）発行

環境設備情報 第 1397 号 部分写し

    

37 
平成 16 年年９月 2４日＜金曜日＞

建通新聞 多摩版 部分写し 
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38 下水道部雨水計画     

39 

町田都市計画 その他の処理施設 

参考図（完成予想図）（町田市第二

剪定枝資源化センター 

    

40 

図ー１廃棄物処理事業における廃

棄物コンサルタント業務（一般廃棄

物処理事業の場合） 

    

 

ファイル名  文書名 
公開しな

い部分 

公文書の一部を公開しない理

由 

1 
町田市告示第 562 号  

（縦覧の告示文書） 

「土地所

有者住所、

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

2 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設経過書 

    

3 
町田都市計画用途地域の変更につ

いて [東京都決定] 

    

4 環境影響評価条例対象案件     

5 

町田市第二剪定枝資源化センター

の設置に係る生活環境影響調査結

果の縦覧について 

    

6 
第 133 回町田市都市計画審議会議

事日程 2002 年 11 月 1 日分 

    

7 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設の計画協議について(協議) 

    

8 
町田都市計画ごみ処理場の決定 

（町田市決定） 

    

9 
町田都市計画用途地域の変更につ

いて(通知) 

    

10 
町田市公告第 130 号   

(縦覧の公告文書） 

    

11 
公告縦覧 件名 町田都市計画用

途地域の変更について 

    

12 
公告縦覧 件名 町田都市計画ご

み処理場の決定について 

工程表の

「請負受

託者所長

印の印影」

町田市情報公開条例第５条第

１項第２号に該当。 

法人に関する情報であって、当

該法人等の競争上又は事業運

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。 

C 

青ファイル

（都計審） 

13 

縦覧簿 町田市第二剪定枝資源化

センターの建設に伴う「町田都市計

画ごみ処理場の決定」及び「町田都

市計画用途地域の変更」 

縦覧者の

「氏名、住

所、電話番

号」 

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の個人

が識別されるため。 
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14 

縦覧簿 町田市第二剪定枝資源化

センターの建設に伴う「町田都市計

画ごみ処理場の決定」及び「町田都

市計画用途地域の変更」 (白紙) 

    

15 都市計画法 2002．１１ ＮＯ．１     

16 
廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（廃掃法）2002．１１ ＮＯ．２

    

17 
車輌の軌跡図の送付文 及び 軌

跡図 

送付文の

設計会社

の「担当者

氏名」、配

置平面図

の「土地所

有者氏名」

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

18 
町田都市計画ごみ処理場の決定（町

田市決定） 

    

19 

平成 13 年度廃棄物処理施設整備費

（民間資金活用型社会資本整備事

業）国庫補助金交付要綱の取扱いに

ついて 

    

20 

平成15年度から平成19年度におけ

る廃棄物処理施設等の整備計画に

ついて（照会） 

安城市の

剪定枝資

源化施設

の「担当者

氏名、電話

番号」 

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の個人

が識別されるため。 

21 

町田市公共下水道事業変更認可 

雨水枝線管渠流量計算表 鶴川地

区 小野路排水区 平成 12 年 3 月

東京都町田市 

    

22 広報まちだ11月11日号 部分写し     

23 その他の処理施設 に関する解説     

24 都市計画法の運用 部分写し     

25 都市計画法 部分写し     

26 都市計画法 部分写し     

27 広報まちだ11月11日号 部分写し     

28 
図 国庫補助金申請・交付事務の参

考スケジュール 

    

29 
廃棄物処理施設整備実務必携 部

分写し 

    

30 
廃棄物循環型社会基盤施設整備事

業の実施について 

    

31 

廃棄物循環型社会基盤施設整備事

業計画の策定及び廃棄物循環型社

会基盤施設整備事業実施要綱の取

扱いについて 

    

32 
施設設置手続きフロー 

 平成 14 年 9 月 6 日 
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33 

一般廃棄物処理施設の設置に係る

生活環境影響調査結果の縦覧等の

手続に関する条例案（モデル条例）

平成 9年 12 月 社団法人 全国都

市清掃会議 

    

34 下水道部雨水計画     

35 
廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（抄） 

    

36 
町田市廃棄物の処理及び再利用の

促進に関する条例 写し 

    

37 
町田市廃棄物の処理及び再利用の

促進に関する条例 写し 

    

38 
町田市廃棄物の処理及び再利用の

促進に関する条例施行規則 写し 

    

 

ファイル名  文書名 
公開しな

い部分 

公文書の一部を公開しない理

由 

1 
剪定枝市長ヒヤリングにおいての

調査指示事項 

    

2 
＜都市計画区域マスタープラン＞

２００２年７月 部分 

    

3 
剪定枝資源化センター予定地使用

者 

    

4 

２００２年１月１１日から２００

２年１０月２日の都市計画課との

打ち合わせメモ 

    

5 
町田市剪定枝資源化センター都市

計画決定について  

    

6 

町田第二剪定枝資源化センター地

権者一覧 ２００３年４月１日現

在 

町田第二剪定枝資源化センター賃

貸料算出表 ２００３年４月１日

現在 

「土地所

有者氏名、

郵便番号、

住所、電話

番号」 

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の個人

が識別されるため。 

7 周辺土地利用図     

8 

剪定枝資源化センターの説明会資

料 １７．１１．１６ 町田市清掃

事業部 

    

9 
町田市契約事務適正化委員会への

付議手続について 

    

10 
０５１２２７ プラント関連に関

するコメント 

    

11 試運転期間の考え方     

12 
ファクシミリ送付状 ２００６．

２．１５ 

    

D 

第二剪定枝

進捗状況報

告書 

13 

（仮称）第二剪定枝資源化センター

建設に伴う多摩環境事務所との打

合せ記録 
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14 
２００６．２．７、２．９の資産税

打合せ記録 

「土地所

有者氏名」

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

15 

農地転用申請手続きに関する農業

委員会との話し合い結果 ２００

５年１２月２２日 

「土地所

有者氏名」

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

16 
○○○○（株）跡地施設計画の進捗

状況 

「土地所

有者氏

名」、「Ｊ

Ａ職員氏

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

17 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設経過書 

    

18 
第二剪定枝資源化センター進捗状

況 

「被相続

人、相続人

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

19 
町田市第二剪定枝資源化センター

建設経過書 ２００２．１２ 

    

20 
町田市第二剪定枝資源化センター

進捗状況 

「土地所

有者氏名」

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

21 第二剪定枝交渉記録 

「土地所

有者氏名」

「ＪＡ職

員氏名」

「○○○

○職員氏

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

22 
町田第二剪定枝資源化センター進

捗状況 

「土地所

有者氏名、

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

23 
◎東京都環境局多摩環境事務所他

打合せ記録 

    

24 ○○○○（株）跡地利用計画の状況     

25 
○○○○用地について  

11Sep2001 環境総務課 

    

26 広報まちだ 写し     
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ファイル名  文書名 
公開しな

い部分 

公文書の一部を公開しない理

由 

1 
町田第２剪定枝資源化施設建設計

画について 

    

2 
都市施設の都市計画案の縦覧に添

付する理由書の記載例について 

    

3 
第１５６回東京都都市計画審議会

の開催に伴う事務日程について 

    

4 

第１５６回（平成１４年１２月）東

京都都市計画審議会日程（予定）２

００２年７月８日 

    

5 

第１５６回（平成１４年１２月）東

京都都市計画審議会日程（予定）２

００２年７月３日 

    

6 
本件につきましては  で始まる

文書 

    

7 
○○○○に対する苦情について 

２００２．７．４ 

「代表取

締役の生

年月日」 

「定款の

社員住所、

氏名、印

影」 

 

「代表取

締役印の

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

 

町田市情報公開条例第５条第

１項第２号に該当。 

法人に関する情報であって、当

該法人等の競争上又は事業運

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。 

8 １．現状説明  から始まる文書     

9 地元説明経過書 Ｈ１４．６．２６

○○○○

跡地地権

者との会

合記録の

「土地所

有者氏

名」、「Ｊ

Ａ職員の

氏名」 

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

10 

２００２．６．１９ 町田市都市計

画課  

○特別行政庁で対応できない理由 

から始まる文書 

    

11 
町田第２剪定枝資源化施設建設計

画に伴う都市計画決定について 

    

12 
１９９９年度（平成１１年度）清掃

事業概要 町田市環境部 

    

E 

剪定枝都市

計画資料参

考資料① 

13 
１９９８年度清掃事業概要《平成１

０年度実績》 
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14 

供給・処理施設等の都市計画事前調

整に必要な図書（案） 

 ２００２．５．２４ 

    

15 
卸売市場等の用途に供する特殊建

築物の位置について 

    

16 剪定枝処理施設に関する打合せ     

17 土地賃貸借契約書（案）     

18 
年度別剪定枝処理実績及び推定処

理量 

    

19 
ごみ施設建設に伴う都市計画手法

案 ２００２．５．０７ 

    

20 １．現状説明  から始まる文書     

21 ○○○○跡地地権者一覧     

22 
＜年度別資源ごみ処理実績および

推定処理量＞ 

    

23 工事監理業務委託仕様書（案）     

24 
４．落札者の決定等 から始まる文

書 

    

25 ビン・カン資源化推移     

26 ３．都市施設整備の方針     

27 
年度別容器包装回収実績及び推定

回収量 

    

28 
町田都市計画用途地域の変更（東京

都知事決定） 

    

29 １．現状説明  から始まる文書     

30 第５章 都市計画の図書     

31 

町田都市計画ごみ処理場 第１号

廃プラスチック中間処理場（町田市

決定）計画図 

    

32 搬入物種別年報（全車輌）     

33 都市計画案の理由書     

34 町田市基本構想・基本計画     

35 町田市都市計画マスタープラン     

36 町田市環境マスタープラン     

37 １ 町田市環境基本計画の概要     

38 現状と動向     

39 

第１５０回東京都都市計画審議会

に案件をかける際の提出物につい

て（用途地域） 

    

40 
図 資源化施設等建設事業スケジ

ュール（案）：（実施設計） 

    

41 
剪定枝・ビン・カン資源化施設建設

スケジュール 

    

42 
○○○○跡地資源化施設整備スケ

ジュール 

    

43 

図 資源化施設等建設スケジュー

ル（案）：市のスケジュール（実施

設計） 
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44 

第１５０回東京都都市計画審議会

に案件をかける際の提出物につい

て（用途地域） 

    

45 
年度別容器包装回収実績及び推定

回収量 ２００１．７．１３ 

    

46 
○○○○（株）跡地施設計画の進捗

状況 

「土地所

有者氏名、

住所」、「Ｊ

Ａ職員氏

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、公

開することにより特定の個人

が識別されるため。 

47 
ごみ施設建設に伴う都市計画手法

案 

    

48 Ｈ１４．３．４ メモ     

49 建築基準法 第３章 部分コピー     

50 ○○○○跡地利用計画     

 

ファイル名  文書名 
公開しな

い部分 

公文書の一部を

公開しない理由 

1 

（仮称）町田市第

二剪定枝資源セ

ンター 平成 15

年 3 月 

  

    

2 
町田市との打合

せ（メモ） 
  

    

3 
（都）農林水産部 

8 月 12 日  

 （仮称）町田市第二剪定枝

資源センター 平成 15 年 3

月 

    

平成 16 年度廃棄物処理施設

整備計画書（都補助金） 新

規事業 

    

町田第二剪定枝資源化セン

ター建設に伴う補助金等に

ついて ２００３．５．２２

    4 
都債ヒアリング

資料（8 月 11 日） 

打合せ事項     

5 
多摩環境事審査

係 志村 
打合せ事項 

    

6 
多摩環境事務所

審査係（斉藤） 

剪定枝資源化センター建設

概要 

    

町田第二剪定枝資源化セン

ター建設経過書 ２００２．

１２ 

    

7 
（都）一般廃棄物

対策課 
剪定枝資源化センター建設

概要 

    

町田第二剪定枝資源化セン

ター建設の計画協議につい

て（協議） 

    

警察協議について     

F 

剪定枝関係

部署協議資

料 

8 警視庁（本庁） 

経歴書 昭和 47 年 4 月      
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○○○○株式会社 

9 
（都）都市施設 

用途地域 

町田市都市計画その他の処

理施設の決定について 

    

10 町田警察署 剪定枝資源化事業計画     

11 
（都）環境アセス 

清掃局 

（仮称）町田第２剪定枝資源

化施設建設計画内容 

    

（仮称）町田第２剪定枝資源

化施設建設計画内容 

    

実施設計業務委託仕様書     

○○○○跡地地権者一覧 

「土地所

有者氏名、

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、公開

することにより

特定の個人が識

別されるため。 

（仮称）町田第２剪定枝資源

化施設建設計画内容（処理フ

ロー図） 

    

町田市基本計画（前期改定

版） 部分写し 

    

町田市都市計画マスタープ

ラン 部分写し 

    

町田市環境マスタープラン 

部分写し 

    

1．現状説明 2．計画内容     

町田都市計画ごみ処理場 

第 1号剪定枝資源化処理場

（町田市決定）計画図 

    

都市計画の案の理由書     

12 
（都）都市づくり 

土地利用課 

剪定枝処理施設に関する打

ち合わせ 

    

 

2010-112 2010 年 10 月 25 日 ………………………………………………（学校教育部学務課） 

■まちづくり調整協議会議事録（児童推計に関する資料） 

○○○○○、○－○計画及び近隣マンション及び分譲住宅に係る部分 

2010 年 11 月 2 日 公開決定 

・○○○○○地区における「㈱○○○及び○○○○㈱による共同住宅の建設」に伴う町田市立小・

中学校の対応について 

 平成 22 年度 推計資料 小山ヶ丘小学校 

  平成 22 年度 推計資料 堺中学校② 

 

2010-113 2010 年 10 月 27 日 ………………………………………………（建設部道路管理課） 

■「０８町都開開第５９号 開発行為許可」により実施された開発区域隣接市道の切り下げによる

市道構造変更に関して、申請協議過程に於ける申請者と道路管理課、道路用地課等の担当部署間

で行われた協議の記録、担当部署に於ける許可に関する打合わせの記録等の開発行為に関連する

隣接市道の構造変更許可に関する文書一式 

2010 年 11 月 8 日 不存在決定 
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・「０８町都開開第５９号 開発行為許可」により実施された開発区域隣接市道の切り下げによ

る市道構造変更に関して、申請協議過程に於ける申請者と道路管理課、道路用地課等の担当部

署間で行われた協議の記録。 

理由：道路管理課における上記の協議の記録は存在いたしません。 

2010 年 11 月 8 日 部分公開決定 

・担当部署に於ける許可に関する打合わせの記録等の開発行為に関連する隣接市道の構造変更許

可に関する文書一式 

自費工事施行申請書 ０９－B８８ 

自費工事施行申請書 ０９－B１３９ 

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 

・法人代表者の印影 

 

2010-114 2010 年 10 月 27 日 ………………………………………………（建設部道路用地課） 

■「０８町都開開第５９号 開発行為許可」により実施された開発区域隣接市道の切り下げによる

市道構造変更に関して、申請協議過程に於ける申請者と道路管理課、道路用地課等の担当部署間

で行われた協議の記録、担当部署に於ける許可に関する打ち合わせの記録等の開発行為に関連す

る隣接市道の構造変更許可に関する文書一式 

2010 年 11 月 10 日 公開決定 

・ファイル「2009 年度事前協議記録簿」 

2010 年 11 月 10 日 部分公開決定 

・ファイル「事前協議受付簿 06～09 年度」 

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個人が特定されるため 

    ・ファイル「事前協議受付簿 06～09 年度」のうち、代理人担当者 

 

2010-115 2010 年 11 月 2 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■（１）調査結果（平成 18 年 2 月 20 日当時吉原課長より渡されたもの）並びに公開・開示に伴う

市の公文書である調査結果にある 

 この度前回の資料を参考にの文中に係る 

１、 このたびの契約書一式（起案書含む 

２、 前回の資料一式（起案書含む） 

（２）平成 16 年 9 月 14 日家屋事後調査文中㈱○○○○・○○○代表取締役、㈱○○○○・○○

代表取締役と、起案並びに記すに至った文書（起案書含む一式） 

2010 年 11 月 16 日 不存在決定 

・（１）①調査結果並びに公開・開示に伴う市の公文書である調査結果にある 

    この度前回の資料を参考にの文中に係る                           

１．この度の契約書一式（起案書含む） 

２．前回の資料一式の起案書 

②調査結果（平成 18 年 2月 20 日当時吉原課長より渡されたもの）に伴う市の公文書であ

る調査結果にある 

     この度前回の資料を参考にの文中に係る 

１．この度の契約書一式（起案書含む） 

２．前回の資料一式（起案書含む） 

（２）平成 16 年 9 月 14 日家屋事後調査文中㈱○○○、○○代表取締役、㈱○○○設計・○○代

表取締役と、起案並びに記すに至った文書（起案書含む一式） 

理由：（１）の①及び（２）は作成していないため 

（１）の②は文書が特定できないため 

2010 年 11 月 16 日 非公開決定 
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・図書名 忠生地区家屋調査委託業務 調査報告書 平成 18 年 2 月 

［（１）調査結果並びに公開・開示に伴う市の公文書である調査結果にある 

  この度前回の資料を参考に文中に係る ２．前回の資料一式］ 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 1号に該当 

○公開することにより特定個人が認識されるため 

 

2010-116 2010 年 11 月 2 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 土地区画整理賠償責任保険料支払に係る 

１、 契約書一式（起案書含む） 

２、 賠償金支払図書一式（起案書含む）（本日まで） 

３、 ２の支払いに伴う市定例会議事録の年月日のわかる文書 

2010 年 11 月 16 日 不存在決定 

理由：１、２、は所有していないため 

３は存在しないため 

 

2010-117 2010 年 11 月 4 日 ………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市立小山中学校新築工事及び（仮称）鶴川駅前公共施設新築工事の「予定価格調書」 

 町田市事務規則第 8 条第 1 項、第 10 条第 2 項 

2010 年 11 月 17 日 部分公開決定 

・「町田市立小山中学校新築工事」及び「（仮称）鶴川駅前公共施設新築工事」の契約原議書中「予

定価格調書」 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 4号に該当 

○ 低制限価格は不当廉売（ダンピング）による受注を防止する目的で設定していますが、

①②の部分を公開した場合、今後の入札案件の 低制限価格を類推することが可能とな

り、不適正な入札が行われることにより、事務及び事業の公正かつ適正な実施を著しく

困難にする可能性があるため。 

    ・①「予定価格調書」のうち、 低制限価格及びその比較価格 

    ・②「予定価格調書」別添の「 低制限価格調書（工事）」のうち、設計金額、 低制限

価格、比較価格、 低制限の割合及び算定式に係る部分 

2010-118 2010年11月11日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年 9 月 1 日から平成 22 年 10 月 31 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の 2 面・3  

面  

※建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要（可能であれば電

磁的記録を希望） 

2010 年 11 月 24 日 公開決定 

平成 22 年 9 月 1日から平成 22 年 10 月 31 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の 2 面・3

面 （建築基準法第 18 条の規定に基づく計画通知を含む） 

 

2010-119 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

国内航空・国内旅行組合保険証券 

傷害保険証券 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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
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て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-120 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（財務部管財課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 公開決定 

（１）建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書平成２１年度分 

１．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（自然休暇村 外３１８件） 

２．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（どろん子学童保育クラブ） 

３．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（七国山学童保育クラブ） 

４．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（本町田遺跡公園） 

５．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（本町田遺跡公園） 

６．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（相原中央公園作業棟） 

７．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（成瀬会館） 

８．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（消防器具置場１-１-１ 外１件） 

９．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（山崎第二スポーツ広場便所） 

10．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（鶴間第二スポーツ広場便所） 

11．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（図師小学校） 

12．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（町田市役所第２駐車場管理棟） 

13．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（小野路観光交流センター） 

14．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（小山中央小学校）  

15．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（三輪緑地） 

16．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（野津田公園 外１件） 

17．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（鶴見川クリーンセンター） 

18．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（成瀬クリーンセンター） 

19．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（南成瀬東町内会館） 

20．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（成瀬クリーンセンター 外１件） 

（２）建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書 平成２２年度分 

21．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（自然休暇村 外３１７件） 

22．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（山崎第二スポーツ広場便所） 

23．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（鶴間第二スポーツ広場便所） 

24．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（小野路観光交流センター） 

25．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（三輪緑地） 

26．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（消防器具置場１-１-１ 外１件） 

27．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（成瀬会館） 

28．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（本町田遺跡公園） 

29．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（どろん子学童保育クラブ） 

30．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（七国山学童保育クラブ） 

31．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（相原中央公園作業棟） 

32．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（成瀬クリーンセンター） 

33．建物総合損害共済委託申込承認証、承認明細書（鶴見川クリーンセンター） 

34．建物総合損害教師委託申込承認証、承認明細書（南成瀬東町内会館） 

（３）全国市長会市民総合賠償補償保険加入依頼書、加入証 

35．全国市長会市民総合賠償補償保険加入依頼書、加入証 平成２１年度分 

36．全国市長会市民総合賠償補償保険加入依頼書、加入証 平成２２年度分 

（４）自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）平成２１年度分 
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37．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A50481 １６０台分） 

38．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 5286 １台分） 

39．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 5734 １台分） 

40．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 5765 １台分） 

41．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 5895 １台分） 

42．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 5894 １台分） 

43．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 6181 １台分） 

44．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾖ 6312 １台分） 

(５)自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）平成２２年度分 

45．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A50481 １６３台分） 

46．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾙ 5606 １台分） 

47．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾙ 5731 １台分） 

48．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾙ 5881 １台分） 

49．自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（承認 No. A ﾙ 5918 １台分） 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・動産総合保険証券 

 平成 21 年度保険証券 

 平成 22 年度保険証券 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-121 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券および契約付属明細書 

○ 平成 22 年度保険証券および契約付属明細書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-122 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（市民部防災安全課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 8 日 部分公開決定 

・施設所有者管理者賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度 保険証券 

○ 平成 22 年度 保険証券 

ボランティア活動災害補償制度に係る下記文書 

○ 平成 21 年度 保険証券 

○ 平成 22 年度 保険証券 
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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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 10 月 20 日 公開決定 

・全国市有物災害共済の自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）（3件） 

 

2010-123 2010 年 9 月 16 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・町田市体育委員スポーツ安全保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度及び 22 年度契約原議書 

東京家政学院大学テニスコート施設賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度及び 22 年度保険証券 

町田市立学校施設プール開放施設賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度及び 22 年度契約原議書 

町田市立学校施設プール開放傷害保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度及び 22 年度契約原議書 

町田市立学校施設プール開放指導員傷害保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度及び 22 年度契約原議書 

スポーツ広場施設賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度及び 22 年度保険証券 

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るため 

    ・加入者の氏名、性別、年齢 

   ：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 2 号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-124 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（文化スポーツ振興部博物館） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 4 日 部分公開決定 

・傷害保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度 保険証券 

○ 平成 22 年度 保険証券 

○ 平成 22 年度 保険証券 

○ 平成 22 年度 保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 
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2010-125 2010 年 9 月 16 日 …………………………………（文化スポーツ振興部国際版画美術館） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 28 日 部分公開決定 

・動産総合保険に係る下記文書  

○平成 21 年度動産総合保険証書 付属別紙及び保険料の払込に関する特約 

（彫刻物マイスカイホール） 

（ブロンズ像裸婦） 

（噴水金属製動産・金属製動産トキオコシ・金属製動産開かれた宇宙） 

○平成 22 年度動産総合保険証書 付属別紙及び保険料の払込に関する特約 

（彫刻物マイスカイホール） 

（ブロンズ像裸婦） 

（噴水金属製動産・金属製動産トキオコシ・金属製動産開かれた宇宙） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 9 月 28 日 公開決定 

・公民館総合補償制度に係る下記文書 

○ 平成 21 年度公民館総合補償制度加入証書 

○ 平成 22 年度公民館総合補償制度加入証書 

 

2010-126 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（地域福祉部福祉総務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・傷害保険に係る下記文書 

  ○普通傷害保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-127 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

 ○2009 年度手話通訳者等傷害保険契約について 

 ○2010 年度手話通訳者等傷害保険契約について 

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って不正使用のおそれがあり、印影を公開すると法人
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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るため 

    ・手話通訳者の氏名、性別、生年月日、及び保険会社の担当者氏名 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

  ○平成 21 年度福祉員賠償責任保険 

  ○平成 22 年度福祉員賠償責任保険 

  ○平成 21 年度福祉員傷害保険 

  ○平成 22 年度福祉員傷害保険 

  ○平成 21 年度町田市こころみ農園施設所有者・管理者賠償責任保険 

  ○平成 22 年度町田市こころみ農園施設所有者・管理者賠償責任保険 

  ○平成 21 年度町田市こころみ農園普通傷害保険 

  ○平成 22 年度町田市こころみ農園普通傷害保険 

○平成 21 年度障がい児水泳教室傷害保険 

  ○平成 22 年度障がい児水泳教室傷害保険 

  ○平成 21 年度障がい者スポーツ大会傷害保険 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

  ○精神障がい者デイケア事業傷害保険契約について 

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って不正使用のおそれがあり、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 

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るため 

   ・口座に関する情報 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度障がい児スポーツ教室傷害保険 

○ 平成 22 年度障がい児スポーツ教室傷害保険 

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って不正使用のおそれがあり、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 

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るため 

   ・加入者の氏名、性別、年齢 

 

2010-128 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（地域福祉部ひかり療育園） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 
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2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度傷害保険証券および特約書 

○ 平成 21 年度賠償責任保険証券（ひかり療育園利用者及び施設対象の賠償責任保険） 

○ 平成 21 年度賠償責任保険証券（隣接公園賠償責任保険） 

○ 平成 21 年度賠償責任保険証券（在宅障がい者出張支援に関する賠償責任保険） 

○ 平成 22 年度傷害保険証券 

○ 平成 22 年度賠償責任保険証券（ひかり療育園利用者及び施設対象の賠償責任保険） 

○ 平成 22 年度賠償責任保険証券（隣接公園賠償責任保険） 

○ 平成 22 年度賠償責任保険証券（在宅障がい者出張支援に関する賠償責任保険） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-129 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（いきいき健康部健康課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 14 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度保険証券および特約書 

   全国市長会予防接種事故賠償補償保険 

○平成 22 年保険証券および特約書 

 全国市長会予防接種事故賠償補償保険 

2010 年 10 月 14 日 部分公開決定 

○平成 21 年度保険証券および特約書 

 ・町田市健康福祉会館鶴川分館施設賠償責任保険 

・保健福祉事業の医療業務に関わる総合賠償保険及び日々雇用者普通傷害保険 

・第 4回総合健康づくりフェアー傷害保険 

・健康づくり推進事業傷害保険（9,10 月分） 

・健康づくり推進事業傷害保険（11 月分） 

・健康づくり推進事業傷害保険（12 月分） 

・健康づくり推進事業傷害保険（1～3月分） 

○平成 22 年度保険証券および特約書 

 ・町田市健康福祉会館施設賠償責任保険 

・町田市健康福祉会館鶴川分館施設賠償責任保険 

・保健福祉事業の医療業務に関わる総合賠償保険 

・保健福祉事業の医療業務に関わる日々雇用者普通傷害保険 

・日々雇用者（雇い上げ）傷害保険 

・健康づくり推進事業傷害保険 

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って不正使用のおそれがあり、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 
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2010-130 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 29 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

○平成 22 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

 

2010-131 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 28 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

平成 21 年度 

 ○町田市長寿祝金運送保険 

 ○高齢者住宅生活協力員傷害保険 

 ○高齢者住宅生活協力員賠償責任保険 

 ○「町田市介護予防料理教室」傷害保険 

 ○「元気アップ運動体験講座」傷害保険 

 ○「町田市介護予防サポーターフォローアップ講座」傷害保険（6 月分） 

 ○「町田市介護予防サポーターフォローアップ講座」傷害保険（2 月分） 

 ○「町田市介護予防月間」傷害保険 

 ○町田市介護予防教室「元気アップボール体操体験講座」傷害保険 

平成 22 年度 

 ○町田市長寿祝金運送保険 

 ○高齢者住宅生活協力員傷害保険 

 ○高齢者住宅生活協力員賠償責任保険 

 ○「町田市介護予防料理教室」傷害保険 

 ○「町田市介護予防サポーターフォローアップ講座」傷害保険 

 ○「元気力測定会」介護予防サポーター講習会傷害保険 

 ○「町田市介護予防月間 2010」傷害保険 

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って不正使用のおそれがあり、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るため 

    ・個人の住所、氏名、電話番号 

 

2010-132 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（いきいき健康部介護保険課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 30 日 公開決定 

・自動車損害共済委託申込承認証 （平成 21・22 年度） 
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2010-133 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（子ども生活部子ども総務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年 9 月 22 日 部分公開決定 

・傷害保険に係る下記文書 

○平成 21 年度保険証券及び特約書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-134 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 6 日 部分公開決定 

・○平成 21 年度普通傷害保険証券（13 件） 

○平成 22 年度普通傷害保険証券（13 件） 

○平成 21 年度国内航空・国内旅行総合保険証券（15 件） 

○平成 22 年度国内航空・国内旅行総合保険証券（6件） 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（一般種目用）（1件） 

○平成 22 年度賠償責任保険証券（一般種目用）（1件） 

○平成 21 年度傷害保険証券（1 件） 

○平成 22 年度傷害保険証券（2 件） 

○平成 22 年度国内旅行傷害保険契約証（1 件） 

○平成 21 年度保険証券（1件） 

○平成 22 年度保険証券（3件） 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（1 件） 

○平成 22 年度賠償責任保険証券（1 件） 

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るため 

・被保険者の氏名、年齢、生年月日、性別 

：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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-135 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（子ども生活部子育て支援課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・○賠償責任保険証券（保育園 9施設） （平成 22 年度） 

○賠償責任保険証券 保育園 9 施設） （平成 21 年度） 

○賠償責任保険証券 （町田市立保育園一時利用者） （平成 22 年度） 

○賠償責任保険証券 （町田市立保育園一時利用者） （平成 21 年度） 

○傷害保険証券 （町田市立保育園主催イベント参加者） （平成 22 年度） 

○傷害保険証券 （町田市立保育園主催イベント参加者） （平成 21 年度） 
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○傷害保険証券 （町田市立保育園施設入場者） （平成 22 年度） 

○傷害保険証券 （町田市立保育園施設入場者） （平成 21 年度） 

○賠償責任保険証券 （子ども家庭支援センター） （平成 22 年度） 

○賠償責任保険証券 （子ども家庭支援センター） （平成 21 年度） 

○傷害保険証券 （子ども家庭支援センター入場者） （平成 22 年度） 

○傷害保険証券 （子ども家庭支援センター入場者） （平成 21 年度） 

○ファミリーサポートセンター保障保険（育児）加入者証 （平成 22 年度） 

○ファミリーサポートセンター保障保険（育児）加入者証 （平成 21 年度） 

○研修会合傷害保険加入者証 （平成 22 年度） 

○研修会合傷害保険加入者証 （平成 21 年度） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-136 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（子ども生活部すみれ教室） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 部分公開決定 

・傷害保険に係る下記文書 

○平成 21 年度保険証券及び特約書 

○平成 22 年度保険証券及び特約書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-137 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（子ども生活部ひなた村） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 15 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 22 年度普通傷害保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-138 2010 年 9 月 16 日 …………………………………（子ども生活部大地沢青少年センター） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 7 日 部分公開決定 

○国内航空・国内旅行総合保険証券 9 件 
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○普通傷害保険証券 8 件 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-139 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度保険証券及び特約書 

○平成 22 年度保険証券及び特約書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-140 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（環境資源部ごみ減量課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 14 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度賠償責任保険証券、傷害保険証券 

○平成 22 年度賠償責任保険証券・賠償責任保険明細書、傷害保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-141 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………………（環境資源部清掃工場） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度 

自動車損害共済継続委託（総合契約・基本契約）申込について 

○平成 22 年度 

自動車損害共済継続委託（総合契約・基本契約）申込について 

 

2010-142 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（環境資源部清掃事務所） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 
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理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 4 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書  

○平成 21 年度保険証券 

自動車損害共済継続委託申し込みについて（承認 No.A80375） 

自動車損害共済委託申込書について（承認 No.A ョ 5311） 

自動車損害共済委託申込書について（承認 No.A ョ 5588） 

自動車損害共済委託申込書について（承認 No.A ョ 5926） 

自動車損害共済委託申込書について（承認 No.A ョ 6135） 

○平成 22 年度保険証券 

自動車損害共済継続委託申し込みについて（承認 No.A80375） 

自動車損害共済委託申込書について（承認 No.A ョ 5544） 

自動車損害共済委託申込書について（承認 No.A ョ 5695） 

 

2010-143 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（建設部建設総務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・動産総合保険に係る下記文書 

○動産総合保険 保険証券  平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 11 月 1 日まで 

○付属別紙 （特約条項） 

○動産総合保険 保険証券  平成 21 年 11 月 1 日から平成 22 年 11 月 1 日まで 

○付属別紙 （特約条項） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-144 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（建設部道路管理課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 27 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 道路賠償責任保険被保険者証 

（平成 21 年度道路賠償責任保険適用分） 

○ 道路賠償責任保険被保険者証 

（平成 22 年度道路賠償責任保険適用分） 

 

2010-145 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（建設部道路補修課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 29 日 部分公開決定 

・平成 21、22 年度損害保険証券 

①平成 21 年度賠償責任保険証券 

②平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証 
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③平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証 

④管財課より移管分 平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証 

⑤買換え分 平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証 

⑥新規購入分 平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証 

⑦平成 22 年度賠償責任保険証券 

⑧平成 22 年度自動車損害共済委託申込承認証 

理由：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、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護

に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

 

2010-146 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………………（都市づくり部住宅課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度保険証券、特約書および仕様書 

○平成 22 年度保険証券、特約書および仕様書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-147 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・賠償責任保険、傷害保険に係る下記文書 

【かしの木山自然公園】 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（一般種目用） 

○平成 22 年度賠償責任保険証券（一般種目用） 

○平成 21 年度普通傷害保険証券 

○平成 22 年度普通傷害保険証券 

【忠生公園自然観察センター】 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（一般種目用） 

○平成 22 年度賠償責任保険証券（一般種目用） 

○平成 21 年度普通傷害保険証券 

○平成 22 年度普通傷害保険証券 

【保護樹木賠償責任保険】 

○平成 21 年度賠償責任保険証券 

○平成 22 年度賠償責任保険証券 

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るため 

    ・樹木所有者の氏名、住所、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 

○「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
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することによって印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-148 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………（上下水道部上下水道総務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 12 日 公開決定 

・○平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約）   

○平成 22 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

 

2010-149 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（上下水道部工務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 14 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書  

平成 21 年度「下水道賠償責任保険」加入証 

平成 22 年度「下水道賠償責任保険」加入証 

 

2010-150 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………………（上下水道部水再生課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 30 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書  

○平成 21 年度「下水道賠償責任保険」加入証 

○平成 22 年度「下水道賠償責任保険」加入証 

 

2010-151 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 7 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

○平成 22 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

  ○平成 21 年度「日本水道協会水道賠償責任保険」加入者証 

○平成 22 年度「日本水道協会水道賠償責任保険」加入者証 

 

2010-152 2010 年 9 月 16 日 ……………………………………………………………………（会計課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 24 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書  

○平成 21 年度保険証券 

○平成 22 年度保険証券 
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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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-153 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（市民病院事務部総務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 13 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

 ○平成 21 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

 ○平成 22 年度自動車損害共済委託申込承認証（総合契約） 

 ○平成 21 年度建物総合損害共済委託申込承認証 

 ○平成 22 年度建物総合損害共済委託申込承認証 

 ○平成 21 年度医師賠償責任保険被保険者カード 

 ○平成 22 年度医師賠償責任保険被保険者カード 

 ○平成 21 年度産科医療補償責任保険 加入者証 

 ○平成 22 年度産科医療補償責任保険 加入者証 

2010 年 10 月 13 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度動産総合保険証券  

○平成 22 年度動産総合保険証券  

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-154 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………………（議会事務局） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 1 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○国内航空・国内旅行総合保険証券  

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-155 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（学校教育部教育総務課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 24 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 
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○2009 年度、自動車損害共済（総合）の共済基金分担金の請求について 

 （2009 年 4 月 20 日付け決裁文書） 

○自動車損害共済（総合）の共済基金分担金の請求について（2010 年 5 月 12 日付け決裁文書） 

 

2010-156 2010 年 9 月 16 日 …………………………………………………（学校教育部保健給食課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 29 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書  

○平成 21 年度「全国市長会学校災害賠償補償保険」加入依頼書の提出について 

○平成 22 年度「全国市長会学校災害賠償補償保険」加入依頼書の提出について 

 

2010-157 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（学校教育部指導課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 27 日 部分公開決定 

○平成 21 年度科学教育センター普通傷害保険証券 

○平成 21 年度教育相談入場者普通傷害保険証券 

○平成 22 年度科学教育センター普通傷害保険証券 

○平成 22 年度教育相談入場者普通傷害保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 9 月 28 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度貨物海上・運送保険証券、異動承認書および起案書等 

○平成 22 年度貨物海上・運送保険証券および起案書等 

○平成 21 年度町田市立中学生職場体験に係る保険証券、特約書、受領書、変更承認書および

起案書等 

○平成 22 年度町田市立中学生職場体験に係る保険証券、特約書、および起案書等 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-158 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………（生涯学習部生涯学習課） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 9 月 27 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度普通傷害保険 

○平成 21 年度公民館総合補償制度加入証書 

○平成 22 年度公民館総合補償制度加入証書 
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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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-159 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（生涯学習部図書館） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 13 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度町田市民文学館・公民館総合補償制度加入証書 

○ 平成 22 年度町田市民文学館・公民館総合補償制度加入証書 

2010 年 10 月 13 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度中央図書館・生産物賠償責任保険証券 

（平成 20 年 7 月 15 日～平成 21 年 7 月 15 日分） 

○ 平成 21 年度中央図書館・生産物賠償責任保険証券 

（平成 21 年 7 月 15 日～平成 22 年 7 月 15 日分） 

○ 平成 22 年度中央図書館・生産物賠償責任保険証券 

（平成 22 年 7 月 15 日～平成 23 年 7 月 15 日分） 

○ 平成 21 年度町田市民文学館 

・町田作家博覧会借用資料用動産総合保険証券 

   ・紙芝居がやってきた展示資料用動産総合保険証券 

○ 平成 22 年度町田市民文学館 

   ・紙芝居がやってきた展示資料用動産総合保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-160 2010 年 9 月 16 日 ………………………………………………………（生涯学習部公民館） 

■平成 21,22 年度損害保険証券の写し（自賠責除く） 

2010 年９月 22 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 5 日 公開決定 

・公民館総合補償制度に関する下記文書 

○平成 21 年度加入証書 

○平成 22 年度加入証書 

 

2010-161 2010年11月12日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 2008 年 8 月 22 日審議会 答申に係る図書一式（起案書含む） 

2010 年 11 月 26 日 部分公開決定 

①町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 1項第 1号】（諸問） 

②町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 1項第 4号】（諸問） 
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③町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 6項】（諸問） 

④町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 1項第 1号】（答申） 

⑤町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 1項第 4号】（答申） 

⑥町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 6項】（答申） 

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るものであり、また、当該部分は、

一般に公表されているものではなく、公開に同意していると明らかに認められるもので

なく、公共のの安全の確保といったような公益上公開するべき理由もないことから、同

号但し書きにも該当しない。 

   ・①④のうち、「特別の定めをする宅地に関する調書」（墓地用地）、「法第 95 条第 1項第 1

号該当地図」（墓地用地）部分 

②⑤のうち、「法第 95 条第 1項第 4号該当地図」部分 

③⑥のうち、「特別の定めをする宅地に関する調書」、「法第 95 条第 6項該当地図」部分 

：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 2号に該当 

○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

って印影偽造等によって不正使用のおそれがあり、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。 

・①、②、③のうち、「法人の印影」   

 

2010-162 2010年11月12日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田都市計画忠生土地区画整理事業及び土地区画整理法に係る 

 使用収益停止並びに土地の損失補償に関する取扱い要領（きまり）と書式全部 

2010 年 11 月 26 日 決定延期 

2011 年 1 月 11 日 公開決定 

・１．様式 11 号 使用収益停止通知   

〔町田都市計画忠生土地区画整理事業及び土地区画整理法に係る 

 使用収益停止に関する書式全部〕 

2011 年 1 月 11 日 不存在決定 

・町田都市計画忠生土地区画整理事業及び土地区画整理法に係る 

 使用収益停止に関する取扱い要領（きまり） 

理由：作成していないため 

2011 年 1 月 11 日 部分公開決定 

・１、土地区画整理事業損失補償基準等及び土地区画整理事業損失補償算定要領別表補償標準単

価表等の受領及び準用について 

２、補償関係定型書類綴 

〔町田都市計画忠生土地区画整理事業及び土地区画整理法に係る土地の損失補償に関する取扱い

い要領（きまり）と書式全部〕 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 4号に該当 

○市の事務または事業の運営上に関する情報であって、公開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 

・１のうち、土地区画整理事業損失補償算定要領別表補償標準単価表等（土地区画整理事

業損失補償基準、土地区画整理事業損失補償基準実施細目、土地区画整理事業損失補償

算定要領）平成 22 年 4月 1日、東京都都市整備局市街地整備部） 

   ：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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○法人の社員が業務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

て印影偽造等によって不正使用のおそれがあり、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。 

・２のうち「印影」 

 

2010-163 2010 年 11 月 12 日 ……………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市高ヶ坂 242 番地先配水管布設替工事の金額入り内訳書、明細書 

2010 年 11 月 18 日 公開決定 

・町田市高ヶ坂 242 番地先配水管布設替工事  

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-164 2010年11月18日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■株式会社○○○○○が 2010 年 11 月 16 日に町田市へ提出した回答書一式 

2010 年 11 月 25 日 公開決定 

2010 年 11 月 16 日付けで株式会社○○○○○から収受した回答書 

 

2010-165 2010 年 11 月 24 日 ……………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台三丁目 21 番地先配水管布設替工事 

 代価明細書、工事設計書、内訳明細書 

2010 年 11 月 26 日 公開決定 

・町田市成瀬三丁目 21 番地先配水管布設替工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-166 2010 年 11 月 25 日 ………………………………………………（学校教育部指導課） 

■H23 年度使用教科用図書採択に関わる以下の資料（算数、理科、生活科） 

①調査研究委員会の名簿と報告書 

②教科書採択に関わる教育委員会議事録（８/６） 

③小学校教科用図書調査協議会の名簿 

2010 年 12 月 2 日 非公開決定 

１、2010 年度町田市小学校教科用図書調査研究委員会の報告書（調査研究委員会の報告書） 

 ２、2010 年度町田市教育委員会第 5回定例会会議録 

   （教科書採択に関わる教育委員会議事録（８/６）） 

３、2010 年度町田市小学校教科用図書調査協議会委員名簿 

（小学校教科用図書調査協議会の名簿） 

理由：町田市情報公開条例第 13 条第 2項に該当 

    １、２及び３については、市政情報課にて閲覧、写しが可能なため 

2010 年 12 月 2 日 公開決定 

2010 年度町田市小学校教科用図書調査研究委員会委員名簿（調査研究委員会の名簿） 

 

2010-167 2010 年 10 月 19 日 ………………………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 部分公開決定 

・平成 21 年度 国内航空、国内旅行総合保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、印影を公開すると法人
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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 

 

2010-168 2010 年 10 月 19 日 …………………………………………………………（財務部管財課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 26 日 公開決定 

(１)建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 平成 21 年度分  

１、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （自然休暇村 外 318 件） 

２、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （どろん子学童保育クラブ） 

３、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （七国山学童保育クラブ） 

４、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （本町田遺跡公園） 

５、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （本町田遺跡公園） 

６、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （相原中央公園作業棟） 

７、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （成瀬会館） 

８、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （消防器具置場１－１－１ 外 1件） 

９、 建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （山崎第二スポーツ広場便所） 

10、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （鶴間第二スポーツ広場便所） 

11、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （図師小学校） 

12、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （町田市役所第２駐車場管理棟） 

13、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （小野路観光交流センター） 

14、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （小山中央小学校） 

15、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （三輪緑地） 

16、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （野津田公園 外１件） 

17、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （鶴見川クリーンセンター） 

18、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （成瀬クリーンセンター） 

19、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （南成瀬東町内会館） 

20、建物総合損害共済委託申込承認証 承認明細書 （成瀬クリーンセンター 外１件） 

(２)全国市長会市民総合賠償補償保険加入依頼書 加入証平成２１年度分 

21、全国市長会市民総合賠償補償保険加入依頼書 加入証 

 

2010-169 2010年10月19日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券及び契約付属明細書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-170 2010 年 10 月 19 日 …………………………………………………（市民部防災安全課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠
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償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・施設所有管理者賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券 

ボランティア活動災害補償賠償に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-171 2010年10月19日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 26 日 部分公開決定 

・町田市体育指導委員スポーツ安全保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度契約原議書 

東京家政学院大学テニスコート施設賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券 

町田市立学校施設プール開放施設賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度契約原議書 

町田市立学校施設プール開放傷害保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度契約原議書 

町田市立学校施設プール開放指導員傷害保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度契約原議書 

スポーツ広場施設賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券 

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るため 

    ・加入者の氏名、性別、年齢 

   ：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 2 号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

  

2010-172 2010年10月19日 ……………………………………………（文化スポーツ振興部博物館） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 29 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度保険証券 

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
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することによって印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-173 2010年10月19日 …………………………………（文化スポーツ振興部国際版画美術館） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 26 日 公開決定 

・公民館総合補償制度に係る下記文書 

○平成 21 年度公民館総合補償制度加入証書 

 

2010-174 2010年10月19日 …………………………………………………（地域福祉部福祉総務課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 11 月 2 日 部分公開決定 

・平成 21 年度普通傷害保険契約証券・特約書 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-175 2010 年 10 月 19 日 ……………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度障がい児スポーツ教室傷害保険 

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るため 

    ・加入者の氏名、性別、年齢 

   ：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 2 号に該当 

○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、情報が流通する事によって

印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

精神障がい者デイケア事業傷害保険契約について 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 
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    ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため 

    ・口座に関する情報 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度福祉員賠償責任保険 

○平成 21 年度福祉員傷害保険 

○平成 21 年度町田市こころみ農園施設所有者・管理者賠償責任保険 

○平成 21 年度町田市こころみ農園普通傷害保険 

○平成 21 年度町田市障がい児水泳教室傷害保険 

○平成 21 年度障がい児スポーツ大会傷害保険 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○2009 年度手話通訳者等傷害保険契約について 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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るため 

・手話通訳者の氏名、性別、生年月日、及び保険会社の担当者氏名 

 

2010-176 2010 年 10 月 19 日 ……………………………………………（地域福祉部ひかり療育園） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 部分公開決定 

・平成 21 年度傷害保険契約証券・特約書 

平成 21 年度賠償責任保険契約証券（ひかり療育園利用者及び施設対象の賠償責任保険） 

平成 21 年度賠償責任保険契約証券（隣接公園賠償責任保険） 

平成 21 年度賠償責任保険契約証券（在宅障がい者出張支援に関する賠償責任保険） 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-177 2010 年 10 月 19 日 ……………………………………………（いきいき健康部健康課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 11 月 1 日 部分公開決定 

平成 21 年度保険契約証券 付属明細書、特約書 

・町田市健康福祉会館鶴川分館施設賠償責任保険   
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・保健福祉事業の医療業務に関わる総合賠償保険及び日々雇用者普通傷害保険 

・第 4回総合健康づくりフェアー傷害保険 

・健康づくり推進事業傷害保険（9・10 月分） 

・健康づくり推進事業傷害保険（11 月分） 

・健康づくり推進事業傷害保険（12 月分） 

・健康づくり推進事業傷害保険（１～3月分） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 11 月 1 日 公開決定 

平成 21 年度保険契約証券 付属明細書、特約書  

・全国市長会予防接種事故賠償補償保険 

 

2010-178 2010年10月19日 …………………………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 11 月 4 日 部分公開決定 

・平成 21 年度保険契約証券 付属明細書、特約書 

 ○高齢者住宅生活協力員傷害保険 

 ○高齢者住宅生活協力員賠償責任保険 

 ○「町田市介護予防料理教室」傷害保険 

 ○「元気アップ運動体験講座」傷害保険 

 ○「町田市介護予防サポーターフォローアップ講座」傷害保険（6 月分） 

 ○「町田市介護予防サポーターフォローアップ講座」傷害保険（2 月分） 

 ○「町田市介護予防月間」傷害保険 

 ○町田市介護予防教室「元気アップボール体操体験講座」傷害保険 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-179 2010 年 10 月 19 日 …………………………………………（子ども生活部子ども総務課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 部分公開決定 

・平成 21 年度普通傷害保険証券・特約書 

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って不正使用のおそれがあり、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 
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2010-180 2010 年 10 月 19 日 …………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 部分公開決定 

・○平成 21 年度普通傷害保険証券（13 件） 

○平成 21 年度国内航空・国内旅行総合保険証券（15 件） 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（一般種目用）（1件） 

○平成 21 年度傷害保険証券（1 件） 

○平成 21 年度保険証券（1件） 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（1 件） 

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るため 

    ・被保険者の氏名、年齢、生年月日、性別 

：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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-181 2010年10月19日 ……………………………………………（子ども生活部子育て支援課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 11 月 2 日 部分公開決定 

・○賠償責任保険証券 (保育園 9施設）（平成 21 年度） 

○賠償責任保険証券（町田市立保育園一時利用者）（平成 21 年度） 

○傷害保険証券（町田市立保育園主催イベント参加者）（平成 21 年度） 

○傷害保険証券（町田市立保育園施設入場者）（平成 21 年度） 

○賠償責任保険証券（子ども家庭支援センター）（平成 21 年度） 

○傷害保険証券（子ども家庭支援センター入場者）（平成 21 年度） 

○ファミリーサポートセンター保障保険（育児）加入者証（平成 21 年度） 

○研修会合傷害保険加入者証（平成 21 年度） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-182 2010年10月19日 ………………………………………………（子ども生活部すみれ教室） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 部分公開決定 

・傷害保険に係る下記文書 

○平成 21 年度保険証券及び特約書 

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
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することによって印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-183 2010年10月19日 …………………………………（子ども生活部大地沢青少年センター） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 部分公開決定 

・○国内航空・国内旅行総合保険証券 6 件 

○普通傷害保険証券 6 件 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-184 2010 年 10 月 19 日 ………………………………………………（環境資源部ごみ減量課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 部分公開決定 

・○平成 21 年度賠償責任保険証券、傷害保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-185 2010年10月19日 ………………………………………………………（建設部道路管理課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○道路賠償責任保険被保険者証（平成 21 年度道路賠償責任保険適用分） 

○道路賠償責任保険特約書（平成 21 年度道路賠償責任保険適用分） 

 

2010-186 2010 年 10 月 19 日 ……………………………………………………（建設部道路補修課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 部分公開決定 

・平成 21 年度賠償責任保険証券 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○法人の印影を公開することにより、印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、法

人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

 

2010-187 2010年10月19日 ……………………………………………………（都市づくり部住宅課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠
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償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・平成 21 年度町田市営住宅施設賠償責任保険 

契約証券・付属明細書・特約書  

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-188 2010年10月19日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 部分公開決定 

・賠償責任保険、傷害保険に係る下記文書 

【かしの木山自然公園】 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（一般種目用） 

○平成 21 年度普通傷害保険証券 

【忠生公園自然観察センター】 

○平成 21 年度賠償責任保険証券（一般種目用） 

○平成 21 年度普通傷害保険証券 

【保護樹木賠償責任保険】 

○平成 21 年度賠償責任保険証券 

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るため 

    ・樹木所有者の氏名、住所、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 

○「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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-189 2010年10月19日 ………………………………………………………（上下水道部工務課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

平成 21 年度「下水道賠償責任保険」加入証 

 

2010-190 2010年10月19日 ……………………………………………………（上下水道部水再生課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 公開決定 

・平成 21 年度「下水道賠償責任保険」加入証・特約書 

 

2010-191 2010年10月19日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠
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償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 28 日 公開決定 

・平成 21 年度「日本水道協会水道賠償責任保険」加入者証 

 

2010-192 2010年10月19日 …………………………………………………（学校教育部保健給食課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 公開決定 

賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度「全国市長会学校災害賠償補償保険」加入依頼書の提出について 

 

2010-193 2010 年 10 月 19 日 ……………………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・○平成 21 年度科学教育センター普通傷害保険証券 

○平成 21 年度教育相談入場者普通傷害保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 10 月 25 日 決定延期（一部） 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 27 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

平成 21 年度町田市立中学生職場体験に係る保険証券、特約書、受領書、変更承認書および起

案書等 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-194 2010年10月19日 …………………………………………………（生涯学習部生涯学習課） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 10 月 26 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 21 年度普通傷害保険 

○平成 21 年度公民館総合補償制度加入証書 

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って不正使用のおそれがあり、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。 
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・法人の印影 

 

2010-195 2010年10月19日 ………………………………………………………（生涯学習部図書館） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度中央図書館・生産物賠償責任保険証券 

（平成 21 年 7 月 15 日～平成 22 年 7 月 15 日分） 

○ 平成 21 年度町田市民文学館 

・町田作家博覧会借用資料用動産総合保険証券 

   ・紙芝居がやってきた展示資料用動産総合保険証券 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 10 月 22 日 公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 21 年度町田市民文学館・公民館総合補償制度加入証書 

 

2010-196 2010年10月19日 ………………………………………………………（生涯学習部公民館） 

■町田市長及び町田市教育委員会が契約者となっている H21 年度の損害保険契約（傷害、火災、賠

償）の証券の写し、付属明細書、特約書 

2010 年 10 月 22 日 公開決定 

・公民館総合補償制度に関する下記文書 

○平成 21 年度加入証書 

 

2010-197 2010 年 12 月 1 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 １、平成 7 年度～平成 21 年度 １）事務委託費決算調書  ２）事務内訳 

２、○○町○○○○―○○の移転に伴う 

  １）着手届（起案書含む）  ２）完了届（起案書含む） 

３、工事変更設計書（第 3 回設計変更）に係る 

  １）汚水枡 3 箇所の宅地造成届（起案書含む） ２)場所の特定できる図書（起案書含む） 

2010 年 12 月 15 日 部分公開決定 

・承諾書（○○町○○○○―○○） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う ２、○○町○○○○―○○の移転に伴う 

 １）着手届（起案書含む）２）完了届（起案書含む）〕 

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るものであり、また、当該部分は、

一般に公表されているものではなく、公開に同意していると明らかに認められるもので

なく、公共のの安全の確保といったような公益上公開するべき理由もないことから、同

号但し書きにも該当しない。 

・特定個人に係る部分  

2010 年 12 月 15 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

  １、平成 7年度～平成 21 年度 １）事務委託費決算調書   ２）事務内訳 

３、工事変更設計書（第 3回設計変更）に係る 
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  １）汚水枡 3箇所の宅地造成届（起案書含む）  ２)場所の特定できる図書（起案書含む） 

理由：所有していないため 

※2011 年２月 17 日 異議申立て 

 

2010-198 2010 年 12 月 1 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年 9 月 1 日から平成 22 年 11 月 30 日までに確認がおりた物件の建築計画概要書 2 面・3

面の写し 

2010 年 12 月 13 日 公開決定 

・平成 22 年 9 月 1 日から平成 22 年 11 月 30 日までに確認がおりた物件の建築計画概要書 2 面・

3 面の写し 

 

2010-199 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番地宅地外６筆    平成 18 年ごろ上記建設中のマンションに関わる

建築確認申請のうちの基礎ならびに調整池の機能を持つ部分の設計図面 

2010 年 12 月 13 日 公開決定 

・保全調整池機能阻害行為届出書に対する助言及び勧告 

2010 年 12 月 13 日 部分公開決定 

１、 調整池の管理に関する協定書 

２、 確認申請書の構造図 

理由：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による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため。 

・法人代表者の印影 

   ：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 5 号に該当 

    ○個人が使用している印鑑の印影であり、公開することにより印鑑偽造等による不正使用

のおそれがあるため 

    ・設計者の印影 

 

2010-200 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………………（総務部市政情報課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 15 日 部分公開決定 

個人情報取扱事業者保険に係る下記文書 

○ 平成 22 年度賠償責任保険証券  証券番号 7500610504 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-201 2010 年 12 月 7 日 ……………………………………………（子ども生活部子育て支援課） 

■民間に運営委託している公立または私立の保育園の「資金収支計算書」（21 年度） 

2010 年 12 月 13 日 部分公開決定 

・民間に運営委託している公立または私立の保育園の「資金収支計算書」（21 年度） 

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、当該個人が識別されるため 

・資金収支計算書のうち、法人職員の印影 
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2010-202 2010 年 12 月 21 日 ……………………………………………（建設部道路整備課） 

■堺 26・32 号線道路調査測量業務委託   用地平面図、座標値含む 

2011 年 1 月 4 日 部分公開決定 

・堺 26・32 号線道路調査測量業務委託   用地平面図（座標値含む） 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 3号に該当 

    ○本図面の道路計画線は市内部の意思決定が未了であるため 

    ・本図面の道路計画線に関するもの（座標含む） 

 

2010-203 2010 年 12 月 22 日 ……………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

１、 平成 21 年宅地造成基準の改正に伴う 

１）事業における、整備工事完了するための周知図書一式（起案書含む） 

２）１）に伴う届出図書一式（起案書含む） 

３）２）に伴う設計図書一式（起案書含む） 

４）A、B、C の施設取り付け予測数に係る 

①場所を記した図書一式（起案書含む） 

②決定根拠図書一式（起案書含む） 

A、公共汚水桝 240 箇所 

B、車の乗り入れ 20 箇所 

C、給水管 280 箇所 

  ５）公社からの図書一式 

２、平成 21 年度以降（宅地造成に係るを除く）忠生区画整理審議会及び協議会に伴う 

 １）諸問 （起案書含む） 

 ２）答申 （起案書含む） 

 ３）議事録 （起案書含む） 

３、町田市○○町○○○○に係る 

「仮換地指定通知書の送付について」の図書一式（起案書含む） 

2011 年 1 月 5 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年 2 月 18 日 不存在決定 

１、平成 21 年宅地造成基準の改正に伴う 

２）事業における、整備工事完了するための周知図書一式（起案書含む） 

３）２）に伴う設計図書一式（起案書含む） 

４）A、B、C の施設取り付け予測数に係る 

①場所を記した図書一式（起案書含む） 

②決定根拠図書一式（起案書含む） 

A、公共汚水桝 240 箇所 

B、車の乗り入れ 20 箇所 

C、給水管 280 箇所 

  ５）公社からの図書一式 

理由：２）、３）、４）については所有していないため。 

５）については送付されていないため。 

2011 年 2 月 18 日 非公開決定 

町田都市計画忠生土地区画整理事業 

仮換地指定通知について 

〔３、町田市○○町○○○○に係る 

「仮換地指定通知書の送付について」の図書一式（起案書含む）〕 

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、又は識別されうるものであるため。 
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2011 年 2 月 18 日 部分公開決定 

・１、09 町都区第 620 号 公共汚水桝及び車の乗り入れ等の整備について（お知らせ） 

２、09 町都区第 621 号 公共雨水桝の整備について（お知らせ） 

３、10 町都区第 20 号 町田都市計画忠生土地区画整理事業 「仮換地指定」について（諸問） 

４、10 町都区第 35 号 町田都市計画忠生土地区画整理事業 「仮換地指定」について（答申） 

５、10 町都区第 1222 号 町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画について（諸問）町田

都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の軽微な変更について（諸問） 

６、10 町都区第 1290 号 町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画について（答申）町田

都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の軽微な変更について（答申） 

７、10 町都区第 675 号 「平成 22 年度 第 1回 忠生土地区画整理審議会 議事録」の報告に

ついて 

〔１、平成 21 年宅地造成基準に伴う 

１）事業における、整備工事完了するための周知図書一式（起案書含む） 

２、平成 21 年度以降（宅地造成に係るを除く）忠生区画整理審議会及び協議会に伴う 

 １）諮問（起案書含む） ２）答申（起案書含む） ３）議事録（起案書含む） 

上記は忠生土地区画整理事業に伴う〕 

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るものであり、また、当該部分は、一般

に公表されているものではなく、公開に同意していると明らかに認められるものでなく、

公共のの安全の確保といったような公益上公開するべき理由もないことから、同号但し書

きにも該当しない。 

   ・１、２、７のうち、「公社職員名」、３、４のうち、「個人の氏名、所有地の所在及び地番」 

：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 2号に該当 

○受託者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

よって印影偽造等によって不正使用のおそれがあり、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。 

・３のうち「法人の印影」 

○公開することによ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のため 

・５、６のうち「法人の財産に関すること」 

：町田市情報公開条例第 5条第 1項第 5号に該当 

○職員が個人としても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

て印影偽造等によって不正使用のおそれがあり、印影を公開すると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。 

・５のうち、「職員の印影」 

○公開することにより、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 

・５、６のうち、「個人の財産に関すること」 

    

2010-204 2010 年 12 月 3 日 ……………………………………………………………（財務部管財課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 17 日 部分公開決定 

平成 22 年度動産総合保険契約について  証券番号 AH35458277 

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って不正使用のおそれがあり、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 
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2010-205 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………………（市民部防災安全課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・施設所有者管理者賠償責任保険に係る下記文書 

○ 平成 22 年度 保険証券 （証券番号 AH30623431） 

ボランティア活動災害補償制度に係る下記文書 

○ 平成 22 年度 保険証券 （証券番号 1025868052、1025868070、1036737056） 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-206 2010 年 12 月 3 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 13 日 部分公開決定 

・平成 22 年度町田市立学校施設プール開放施設賠償責任保険の契約原議書 

  証券番号 2522871462 

平成 22 年度町田市立学校施設プール開放傷害保険の契約原議書 

  証券番号 2522871471 

平成 22 年度町田市立学校施設プール開放指導員傷害保険の契約原議書 

  証券番号 2522871489 

平成 22 年度スポーツ広場施設賠償責任保険について 

  証券番号 5441421061 

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って不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-207 2010 年 12 月 3 日 …………………………………（文化スポーツ振興部国際版画美術館） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・平成 22 年度動産総合保険 証券番号 3389842418 

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って不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 12 月 8 日 決定延期（一部） 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 14 日 部分公開決定 

・平成 22 年度動産総合保険 証券番号 3389842426 

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って不正使用のおそれがあり、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。 
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・法人の印影 

 

 

2010-208 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書 

○平成 22 年度福祉員傷害保険  証券番号 5361313085 

○平成 22 年度町田市こころみ農園普通傷害保険  証券番号 4396517260 

○平成 22 年度障がい者スポーツ大会傷害保険  証券番号 5363108530 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・賠償責任保険に係る下記文書  

2010 年度手話通訳者等傷害保険契約について  証券番号 5361721497 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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るため 

・手話通訳者の氏名、性別、生年月日、及び保険会社の担当者氏名 

 

2010-209 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………（地域福祉部ひかり療育園） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・平成 22 年度傷害保険契約について 証券番号 4396436553 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-210 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………………（いきいき健康部健康課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 14 日 部分公開決定 

・平成 22 年度損害保険証券 

健康づくり推進事業傷害保険 証券番号 5361761961 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 
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2010-211 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 16 日 部分公開決定 

・平成 22 年度傷害保険・賠償責任保険について 

証券番号 4396436561 

証券番号 5075800462 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-212 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 16 日 部分公開決定 

・平成 22 年度普通傷害保険証券 

証券番号 9874117400  

証券番号 9874117397 

証券番号 9874117399 

証券番号 9874221040 

証券番号 9874117398 

平成 22 年度保険証券 

   証券番号 971EB 998362-4 

   証券番号 970EB 364427-2 

平成 22 年度賠償責任保険証券 

証券番号 931LG 098144-0 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-213 2010 年 12 月 3 日 ……………………………………………（子ども生活部子育て支援課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 7 日 部分公開決定 

・○賠償責任保険証券（保育園 9施設） （平成 22 年度） 

証券番号 5075800519 

○傷害保険証券 （町田市立保育園主催イベント参加者） （平成 22 年度） 

証券番号 4396436545 

○傷害保険証券 （町田市立保育園施設入場者） （平成 22 年度） 

証券番号 4396436537 

○傷害保険証券 （子ども家庭支援センター入場者） （平成 22 年度） 

証券番号 4396830774 

理由：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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-214 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………（子ども生活部すみれ教室） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 9 日 部分公開決定 

・平成 22 年度傷害保険証券及び特約書  証券番号 3533878031 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-215 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………………（子ども生活部ひなた村） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 15 日 部分公開決定 

・平成 22 年度普通傷害保険契約について  証券番号 9874117401 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-216 2010 年 12 月 3 日 …………………………………（子ども生活部大地沢青少年センター） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 10 日 部分公開決定 

・平成 22 年度施設入場者傷害保険契約について 

証券番号 9874117798 

証券番号 9874117797 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-217 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 14 日 部分公開決定 

・平成 22 年度有価証券・貨紙幣類年建運送保険契約について  証券番号 6900332945 
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理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-218 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………………（環境資源部ごみ減量課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 17 日 部分公開決定 

・平成 22 年度傷害保険契約について  証券番号 4396436570 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-219 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………………（建設部建設総務課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 10 日 部分公開決定 

・平成 22 年度 動産総合保険 契約について   証券番号 3390138571 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-220 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………………（建設部道路補修課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 9 日 部分公開決定 

・平成 22 年度賠償責任保険証券  証券番号 3368192383 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-221 2010 年 12 月 3 日 ……………………………………………………（都市づくり部住宅課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 部分公開決定 

・平成 22 年度町田市営住宅施設賠償責任保険  証券番号 3367299567 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、印影を公開すると法人等の財産の保護
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に著しい支障が生じると認められるため。 

 ・法人の印影 

 

2010-222 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 13 日 部分公開決定 

・平成 22 年度普通傷害保険証券  証券番号 9874117793 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-223 2010 年 12 月 3 日 ……………………………………………………………………（会計課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 7 日 部分公開決定 

・平成 22 年度運送保険契約について  証券番号 6900332953 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-224 2010 年 12 月 3 日 …………………………………………………（市民病院事務部総務課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 9 日 部分公開決定 

・平成 22 年度動産総合保険証券  証券番号 AH37660382 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-225 2010 年 12 月 3 日 ………………………………………………………（学校教育部指導課） 

■平成 22 年度損害保険証券の写し（保険料が 5 万円以上のもの、民間保険会社との契約のもの） 

2010 年 12 月 8 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2010 年 12 月 9 日 部分公開決定 

・○平成 22 年度科学教育センター普通傷害保険契約  証券番号 AH37661703 

○平成 22 年度特別支援教育学級支援員普通傷害保険契約  証券番号 AH37658465 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 
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2010 年 12 月 10 日 部分公開決定 

・○平成 22 年度貨物海上・運送保険について  

  証券番号 XO-E110271518 

○平成 22 年度町田市立中学生職場体験について 

  証券番号 931LG 102592-7 

  証券番号 931LG 102593-5 

理由：町田市情報公開条例第 5 条第 1項第 2号に該当 

○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

て印鑑偽造等によって不正使用のおそれがあり、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 

 

2010-226 2011 年１月６日 ………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■昨年、道路管理課と道路用地課との面談に於いて、「申請者は開発指導課の指導により開発計画 

の図面を作成する」との説明を受けた。ついては、「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により 

行われた市道切り下げに関して、計画図面作成までの経緯を示す、申請者が作成した 初の計画 

案の図面や提案書等の図面や文書、申請者との市道切り下げに関する打合せの記録・メモ、指導 

課内での協議等の記録、報告書等、市道切り下げ工事計画に関連する全ての文書類 

2011 年１月 17 日 部分公開決定 

 ・町田市宅地開発事業に関する条例（都市計画法第 32 条（公共施設の管理者の同意等））の規定 

による協議申請者一式（09 町都開宅第 09-12 号） 

   ①ファイル名   「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

             事業者・・・（株）○○○○○」 

   ②ファイル名 変更「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

             事業者・・・（株）○○○○○」 

 ・都市計画法第 29 条第１項の規定に基づく開発許可申請及び都市計画法第 35 条の２第１項の規 

定に基づく開発行為変更許可申請の一式 

   ③ファイル名   「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」 

   ④ファイル名   「09 町都開変第 5 号 開発行為変更許可」 

   ⑤ファイル名   「開発行為変更届出書」 

   ⑥ファイル名   「09 町都開変第 17 号 開発行為変更許可」 

 理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

       個人に関する情報で、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。 

    （２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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ことや法人事業上の 

情報であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため。 

    （３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

       一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれが 

あり、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

  公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

①ファイル名 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○」 法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

②ファイル名 変更 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○」 

代理人担当者の印影 （３） 

③ファイル名 法人の印影 （２） 
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代理人担当者の印影 （３） 

生年月日 （１） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

決算計画書の一部 （２） 

残高証明書 （２） 

納税証明書 （２） 

工事経歴書の一部 （２） 

本籍地 （１） 

擁壁構造計算書 （２） 

職員の印影 （３） 

「08 町都開開第 59 号 

 開発行為許可」 

 

工事現場管理者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

生年月日 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

擁壁構造計算書 （２） 

④ファイル名 

「09 町都開変第 5 号 

 開発行為変更許可」 

職員の印影 （３） 

法人の印影 （２） ⑤ファイル名 

「開発行為変更届出書」 代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

⑥ファイル名 

「09 町都開変第 17 号 

 開発行為変更許可」 職員の印影 （３） 

 

2010-227 2011 年１月６日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■「08 町開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げに関する道路管理課と道路用

地課との面談に於いて、開発地に隣接する尾根道である当該市道は２項道路ではないため、構造

変更届による手続きが不要との説明を受けたが、該尾根道の中央付近には過去に住宅１件があり、

また、20 年ほど前から○○○西門が開設されているため、２項道路ではないとの説明に疑問を

持つ人が多い。ついては、この疑問を解消するために、下記に関する文書等の公開を請求する。 

  １）当該道路が２項道路でないことを証明する台帳、図面、文書等 

  ２）当該道路に隣接する○○○○側の道路が２項道路に指定された日付及び、２項道路 

となった道路の範囲を示す台帳、図面、文書等 

2011 年１月 20 日 公開決定 

・１ 建築基準法第 42 条第２項の規定に基づく道路の指定（昭和 48 年４月１日告示第１号） 

 ２ 道路種別台帳 

2011 年１月 20 日 部分公開決定 

・道路調査書（Ｈ４－２３） 

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 

   ・建築主の住所、氏名及び印鑑並びに土地所有者及び担当者の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○公開することにより印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に 

著しい支障が生じると認められるため 
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   ・法人代表者の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○個人が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 

それがあるため 

   ・設計者の印影 

 

2010-228 2011 年１月 11 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■株式会社○○○○が 2010 年 12 月 15 日に町田市へ提出した書類一式。写真等を含む 

2011 年１月 13 日 部分公開決定 

・2010 年 12 月 16 日付けで株式会社○○○○から収受した回答書 

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り、特定の個人を識別され、又は識別され得るものであるため 

   ・担当者の氏名、印影及び写真 

：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による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に 

著しい支障が生じると認められるため 

・法人代表者の印影 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○個人が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 

それがあるため 

   ・設計者の印影 

 

2010-229 2011 年１月 11 日 ………………………………………………………（建設部道路用地課） 

■「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」により行われた市道切り下げに関する道路管理課と道路

用地課との面談に於いて、開発地に隣接する尾根道は道路法が適用されない法外道路との説明を

受けた。しかし、道路として機能している法外道路については、2005 年３月末迄に所有権が市

町村に譲渡され道路法が適用される市町村道になったはずである。ついては、該尾根道の所有権

が町田市に譲渡された日付と関連文書及び該尾根道の道路台帳の公開を請求する。もし、現在も

法外道路であるとの説明の根拠となる文書等があれば、併せて公開を請求。該尾根道が法外道路

でなく道路法が適用される市道である場合は、法外道路であるとの事実と異なる説明をした理由。 

2011 年１月 25 日 公開決定 

・道路台帳（調書） 

・国有地の譲与について 

2011 年１月 25 日 非公開決定 

 ・道路台帳（図面） 

 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物のため 

 

2010-230 2011 年１月 12 日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■町田市とあいおい損保、加害者間の国保使用をめぐる争い民事裁判の件 

・被害交通事故加害者から出た答弁書、準備書面、証拠説明書、以前請求した以降のもの、 

その他 

・被告あいおい損保から出た請求者入手済み以降の準備書面、証拠説明書、その他 

2011年１月25日 部分公開決定 

１ 記録提示の申立 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・被告訴訟代理人弁護士印影 
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：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、特定の個人が識別されるため 

・被害者氏名、被告氏名 

２ 答弁書 

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、特定の個人が識別されるため 

  ・被告氏名、被告住所 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○印鑑偽造等による不正使用の恐れがあるため 

・被告印影 

３ 第１回準備書面 

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、特定の個人が識別されるため 

  ・被告氏名、被告住所、事故発生日・時間、事故発生場所、被害者氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○印鑑偽造等による不正使用の恐れがあるため 

・被告印影 

４ 準備書面（１） 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお 

それがあるため 

  ・被告氏名､被害者氏名､被害者損害賠償請求額､被害者通院歴､被害者傷病等 

 ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

 ・原告訴訟代理人弁護士、同復代理人弁護士、原告指定代理人の印影 

５ 証拠説明書（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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお 

それがあるため 

  ・被告氏名、作成者氏名、被害者の傷病等 

 ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・原告訴訟代理人弁護士、同復代理人弁護士、原告指定代理人の印影 

６ 準備書面（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、特定の個人が識別されるため 

  ・被告氏名 

７ 証拠説明書（３） 

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、特定の個人が識別されるため 

  ・被告氏名 

 ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・原告訴訟代理人弁護士、同復代理人弁護士、原告指定代理人の印影 

８ 第２回準備書面 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお 

それがあるため 

  ・被告氏名、被告住所、事故発生日・時間、事故発生場所、被害者氏名、被害者の傷病等 
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 ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・被告印影 

９ 証拠説明書 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお 

それがあるため 

  ・被告氏名、被告住所、事故発生日・時間、事故発生場所、被害者氏名、被害者の傷病等 

 ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・被告印影 

10 準備書面（３） 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお 

それがあるため 

  ・被告氏名、被害者氏名、被害者の傷病等、医師名、被害者通院歴 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・原告訴訟代理人弁護士、同復代理人弁護士、原告指定代理人の印影 

11 証拠説明書（４） 

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、特定の個人が識別されうるもの又は個人のプライバシー侵害のお 

それがあるため 

  ・被告氏名、作成者名、被害者の傷病等、被害者通院歴 

 ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

  ○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

  ・原告訴訟代理人弁護士、同復代理人弁護士、原告指定代理人の印影 

 

2010-231 2011 年１月 12 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴間 630 番地先配水管新設工事 積算内訳書一式 

2011 年１月 18 日 公開決定 

・町田市鶴間 630 番地先配水管新設工事 

  工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-232 2011 年１月 12 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年 11 月１日から平成 22 年 12 月 31 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・ 

３面。※建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要 

2011 年１月 25 日 公開決定 

 ・平成 22 年 11 月１日から平成 22 年 12 月 31 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・ 

３面（建築基準法第 18 条の規定に基づく計画通知を含む） 

 

2010-233 2011 年１月 12 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う今日までの 

 １.区画事業法 95 条第６項該当地調書起案書含む一式 

 ２.１に係る公社からの送付図書一式（起案書含む） 

2011 年１月 26 日 部分公開決定 

・①08 町都区第 325 号 

町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第 95 条第 6項】（諮問） 
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  ②08 町都区第 372 号 

   町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

   【法第 95 条第 6項】（答申） 

 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、特定個人が認識されるものである。また、当該部分は、一 

般に公表させているものではなく、公開することに同意していると明らかに認められる

ものでもなく、公共の安全の確保といったような公益上公開すべき理由もないことから、

同号但し書きにも該当しない。 

    ・「特別の定めをする宅地に関する調書」及び「法第 95 条第 6項該当地図」の個人情報に

関する部分 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○受託者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、印影偽造等による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 

 2011 年１月 26 日 非公開決定 

 ・①町田都市計画忠生土地区画整理事業 

   各筆換地明細書 

  ②町田都市計画忠生土地区画整理事業 

   各筆各権利別精算金明細書 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○市の事務又は事業の運営に関する情報であって、公開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ると認められるため 

 

2010-234 2011 年１月 12 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１.町田都市計画土地区画整理事業の業務委託に関する協定書 

 昭和 38 年４月１日（原本と起案書一式） 

 ２.町田都市計画忠生土地区画整理事業の業務委託契約書 

昭和 60 年 10 月１日（原本と起案書一式） 

2011 年１月 25 日 部分公開決定 

・昭和 60 年 10 月 11 日起案 

町田都市計画忠生土地区画整理事業の業務委託契約の締結について 

[２.町田都市計画忠生土地区画整理事業の業務委託契約書 

   昭和 60 年 10 月１日（原本と起案書一式）] 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○受託者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、印影偽造等による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 

 2011 年１月 25 日 不存在決定 

 ・１.町田都市計画土地区画整理事業の業務委託に関する協定書 

    昭和 38 年４月１日（原本と起案書一式） 

 理由：原本及び起案書の所在が不明のため 

 

2010-235 2011 年１月 13 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴間 690 番地先配水管新設工事の金額入り内訳書・明細書 

2011 年１月 19 日 公開決定 

・町田市鶴間 690 番地先配水管新設工事 

  工事設計書、代価明細書、内訳明細書 
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2010-236 2011 年１月 13 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業審議会に伴う 

 １.2008 年(H20)８月 22 日 同意書（起案書含む一式） 

  ２.減価補償金交付に伴う審議会に係る図書一式（起案書含む） 

  ３.２に伴う公社よりの図書一式（起案書含む） 

  ４.２による意見を聞いた図書（起案書含む） 

2011 年１月 26 日 部分公開決定 

・(1)08 町都区第 370 号 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

   【法第 95 条第１項第１号】（答申） 

 (2)08 町都区第 371 号 

   町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

   【法第 95 条第１項第４号】（答申） 

 (3)08 町都区第 372 号 

   町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

   【法第 95 条第６項】（答申） 

〔１.2008 年(H20)８月 22 日 同意書（起案書含む一式）〕 

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、特定個人が認識されるものであり、また、当該部分は、一

般に公表させているものでもなく、公開することに同意していると明らかに認められる

ものでもなく、公共の安全の確保といったような公益上公開すべき理由もないことから、

同号但し書きにも該当しない。 

   ・(1)のうち、「特定の定めをする宅地に関する調書（墓地用）の個人に関する部分 

         「法第 95 条第 1項第 1号該当地図」（整理前）の個人に関する部分 

         「法第 95 条第 1項第 4号該当地図」（整理後） 

    (2)のうち、「法第 95 条第 1項第 4号該当地図」（整理後） 

    (3)のうち、「特定の定めをする宅地に関する調書」の個人に関する部分 

         「法第 95 条第 6項該当地図」（整理前）の個人に関する部分 

         「法第 95 条第 6項該当地図」（整理後） 

2011 年１月 26 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業審議会に伴う 

  ２.減価補償金交付に伴う審議会に係る図書一式（起案書含む） 

  ３.２に伴う公社よりの図書一式（起案書含む） 

  ４.２による意見を聞いた図書（起案書含む） 

理由：減価補償金交付に伴う審議会は開催していないため 

 

2010-237 2011 年１月 19 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う 

 １.換地設計基準起案書 昭和 62 年 11 月 25 日付 

 ２.１以降の改正に伴う起案書含む図書一式  

2011 年２月２日 公開決定 

・１.町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計基準について 

 ２.町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計基準について（答申） 

〔町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う ２.１以降の改正に伴う起案書含む図書一式〕 

2011 年２月２日 不存在決定 

・町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う 

 １.換地設計基準起案書 昭和 62 年 11 月 25 日付 

理由：起案書の所在が不明のため 
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2010-238 2011 年１月 25 日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市立町田第一小学校防音（２年度）及び給食室増築・改修空気調和設備工事の 低制限価格

の計算基準書 

 町田市立町田第四小学校防音機械設備工事の 低制限価格の計算基準書 

2011 年２月２日 部分公開決定 

・「町田市立町田第一小学校防音（２年度）及び給食室増築・改修空気調和設備工事」及び 

「町田市立町田第四小学校防音機械設備工事」の契約原義書中「予定価格調書」 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○ 低制限価格は不当廉売（ダンピング）による受注を防止する目的で設定していますが、

①､②の部分を公開した場合、今後の入札案件の 低制限価格を類推することが可能と

なり、不適正な入札が行われることにより、事務及び事業の公正かつ適正な実施を著し

く困難にする可能性があるため。 

・①「予定価格調書」のうち、 低制限価格及びその比較価格 

 ②「予定価格調書」別添の「 低制限価格調書（工事）」のうち、設計金額、 低制限

価格、比較価格、 低制限の割合及び算定式に係る部分 

※2011 年２月 28 日 異議申立て 

 

2010-239 2011 年１月 25 日 ………………………………………………（都市づくり部都市計画課） 

■コミュニティバス走行環境等整備工事の金額入り内訳書・明細書 

2011 年２月４日 公開決定 

・「コミュニティバス走行環境等整備工事」の金額入り内訳書・明細書 

① 工事設計内訳書 

② 工事内訳明細書 

③ 工事代価明細書 

 

2010-240 2011 年１月 26 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番宅地他６筆Ｈ18 年頃上記に建設中のマンションに関わる建築確認申請

の内、基礎ならびに調整池の機能を持つ部分の設計図面 

2011 年２月３日 公開決定 

・保全調整池機能阻害行為届出書に対する助言及び勧告  

2011 年２月３日 部分公開決定 

・１ 調整池の管理に関する協定書 

 ２ 確認申請書の構造図（確認番号：平成 11 年度第 1565-4 号） 

理由：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による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため 

・法人代表者の印影  

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○個人が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

それがあるため 

   ・設計者の印影 

 

2010-241 2011 年１月 26 日 ………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町開開第 59 号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第５号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一
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切の記録 

2011 年２月８日 部分公開決定 

 ・町田市宅地開発事業に関する条例（都市計画法第 32 条（公共施設の管理者の同意等）の規定

による協議申請書一式（09 町都開宅第 09-12 号） 

   ①ファイル名   「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

             事業者・・・（株）○○○○○」 

   ②ファイル名 変更「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

             事業者・・・（株）○○○○○」 

  都市計画法第 29 条第１項の規定に基づく開発許可申請及び都市計画法第 35 条の２第１項の 

規定に基づく開発行為変更許可申請の一式 

   ③ファイル名   「08 町都開開第 59 号 開発行為許可」 

   ④ファイル名   「09 町都開変第 5 号 開発行為変更許可」 

   ⑤ファイル名   「開発行為変更届出書」 

   ⑥ファイル名   「09 町都開変第 17 号 開発行為変更許可」 

   ⑦相談カード（08-332） 

  町田市宅地開発事業に関する条例（都市計画法第 32 条（公共施設の管理者の同意等）の規定

による協議申請書一式（08 町都開宅第 08-52 号） 

   ⑧ファイル名 取下げ「事業名・・・（仮称）○○○○計画 

              事業者・・・（株）○○○○○」 

   ⑨計画概要書・協議申請書一覧 

   ⑩開発台帳（08 年度） 

   ⑪開発台帳（09 年度） 

   ⑫相談整理簿 

   ⑬2008 年度台帳 

   ⑭2009 年度台帳 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

個人に関する情報で、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 

（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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ことや法人事業上の 

情報であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

    （３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

       一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれが

あり、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

  公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

①ファイル名 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○」 法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 

②ファイル名 変更 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○」 

代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

生年月日 （１） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

③ファイル名 

「08 町都開開第 59 号 

 開発行為許可」 

 

資金計画書及び見積書 （２） 



第１章 情報公開請求の状況 

 116

決算報告書の一部 （２） 

残高証明書 （２） 

納税証明書 （２） 

工事経歴書の一部 （２） 

本籍地 （１） 

擁壁構造計算書 （２） 

職員の印影 （３） 

工事現場管理者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

生年月日 （１） 

資金計画書及び見積書 （２） 

擁壁構造計算書 （２） 

④ファイル名 

「09 町都開変第 5 号 

 開発行為変更許可」 

職員の印影 （３） 

法人の印影 （２） ⑤ファイル名 

「開発行為変更届出書」 代理人担当者の印影 （３） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

⑥ファイル名 

「09 町都開変第 17 号 

 開発行為変更許可」 職員の印影 （３） 

代理人担当者の印影 （３） 

個人の住所 （１） 

⑦相談カード（08-332） 

個人の氏名 （１） 

代理人担当者の氏名 （１） 

個人の住所 （１） 

個人の氏名 （１） 

個人の印影 （１） 

法人の印影 （２） 

代理人担当者の印影 （３） 

⑧ファイル名 取下げ 

「事業名…（仮称）○○○○計画 

 事業者…（株）○○○○○ 

生年月日 （１） 

⑨計画概要書・協議申請書一覧 個人の電話番号 （１） 

代理人担当者の氏名 （１） ⑩開発台帳（08 年度） 

代理人担当者の電話番号 （１） 

代理人担当者の氏名 （１） ⑪開発台帳（09 年度） 

代理人担当者の電話番号 （１） 

⑫相談整理簿 個人の氏名 （１） 

⑬2008 年度台帳 個人の印影 （１） 

⑭2009 年度台帳 個人の印影 （１） 

 

2010-242 2011 年１月 26 日 ………………………………………………………（建設部道路管理課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 
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2011 年２月９日 公開決定 

 ・① 道路新設等整備通知書 

 2011 年２月９日 部分公開決定 

① 街路灯移管協議書（2009 年８月 24 日） 

② 工事中間検査指示書（2009 年 12 月 10 日） 

③ 工事完了検査の報告について（2009 年 12 月 24 日） 

（街路灯担当、開発自費工事担当） 

④ 工事完了検査の報告について（2010 年１月 14 日） 

（街路灯担当、開発自費工事担当） 

⑤ 自費工事施工申請書 09-B88 

⑥ 自費工事施工申請書 09-B139 

⑦ 自費工事施工承認工期延期申請書 09-C11 

⑧ 道路占用許可申請書 08-A460 

⑨ 道路占用許可申請書 08-I262 

⑩ 道路占用許可申請書 09-S1 

⑪ 道路占用許可申請書 09-F10 

⑫ 道路占用許可申請書 09-A189 

⑬ 道路占用許可申請書 09-A196 

⑭ 道路占用許可の工期延期申請書 09-A196-2 

⑮ 道路占用許可申請書 09-H175 

⑯ 道路占用許可申請書 09-F128 

  理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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、事業運営上の地位が

著しく損なわれるおそれがあるため 

    ・①～⑮法人代表者の印影 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

    ○個人に関する情報で、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 

    ・②～④、⑦～⑯請負人の氏名、代理人の氏名 

 

2010-243 2011 年１月 26 日 ………………………………………………………（建設部道路用地課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月９日 公開決定 

① 2009 年度事前協議記録簿 

② 境界交付申請書（12 月） 

 2011 年２月９日 部分公開決定 

① 事前協議受付簿 06～09 年度 

② 09 完結 40 条 ○○町○○○○番 ㈱○○○○○ 

③ 登記及び寄付申請書綴 701～709 南地区 

④ 工事完了検査指示書 

⑤ 公共用地境界確定 南地区 1571～1573 

 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が識別され又は識別されうるものであるため 

    ・①の文書中、代理人担当者の氏名 
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     ②の文書中、個人の住所、氏名、生年月日、住民票、印鑑登録証明書 

     ③の文書中、代理人担当者の氏名、個人の生年月日 

   ：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ことや法人事業上の情報

であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

    ・②､③､④､⑤の文書中の法人の印影 

     ②の文書中、課税価格、登録免許税、付近宅地価格 

   ：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物のため 

    ・⑤の文書中、合意書および境界確定図 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、

個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

    ・⑤の文書中、個人の印影 

 

2010-244 2011 年１月 26 日 ………………………………………………………（建設部交通安全課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月１日 公開決定 

・１.開発変更に伴う新旧対照図の写し（土地利用計画平面図） 

2011 年２月１日 部分公開決定 

・１.開発協議に伴う審査依頼用紙の写し（開発協議受付番号 町都開宅第 08-52 号） 

 ２.開発協議に伴う審査依頼用紙の写し（開発協議受付番号 町都開宅第 09-12 号） 

 ３.開発変更に伴う審査依頼用紙の写し（開発協議受付番号 町都開宅第 09-12 号） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○代理人担当者名を公開することにより、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 

   ・代理人担当者名 

 
2010-245 2011 年１月 26 日 …………………………………………………（生涯学習部生涯学習課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月８日 部分公開決定 

 ・１.埋蔵文化財業務一覧 

  ２.宅地開発事業廃止届出書の報告について 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

○個人に関する情報で、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 

・１の文書中、「①代理人の住所②担当者の氏名③連絡先」 
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   ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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ことや法人事業上の情報 

であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

    ・２の文書中、「事業者の法人の印影」 

 

2010-246 2011 年１月 26 日 ………………………………………………………（学校教育部学務課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月２日 部分公開決定 

・１.協議申請書の写しについて 

 ２.宅地開発事業廃止届出書の報告について 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

   ○個人に関する情報で、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 

   ・１の②担当名、③代理人担当者名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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ことや法人事業上の情報 

であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

   ・１の①法人印影、２の①法人印影 

 

2010-247 2011 年１月 26 日 ……………………………………………（上下水道部上下水道総務課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月８日 公開決定 

① 登記完了通知書 

② 公共下水道設置検査済証 

2011 年２月８日 部分公開決定 

① 公共下水道設置承認書 

② 公共下水道設置変更承認書 

③ 公共下水道設置工事着手届 

④ 公共下水道設置工事中間検査申請書 

⑤ 公共下水道設置工事完了検査申請書 

⑥ 工事完了検査の報告について（2009 年 12 月 24 日） 

⑦ 工事完了検査の報告について（2010 年１月 18 日） 

⑧ 念書（No.2 宅地   H21 年７月 24 日） 

⑨ 念書（No.14 宅地   H21 年７月 24 日） 

⑩ 念書（No.2 宅地 2009 年 12 月 18 日） 

⑪ 審査依頼用紙の写し（6/9） 

⑫ 審査依頼用紙の写し（11/19） 

⑬ 公有財産取得通知書について 
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⑭ 下水道用地の帰属について（通知） 

⑮ 登記嘱託書 

⑯ 下水道用地寄附申請書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

   ○個人に関する情報で、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 

   ・①の文書中、代理人担当者の氏名及び個人の氏名、住所、印影 

    ⑥の文書中、代理人、工事施工者の氏名 

    ⑦の文書中、代理人、工事施工者の氏名、個人の氏名、電話番号 

    ⑧、⑨の文書中、個人の氏名、住所 

    ⑪、⑫の文書中、代理人担当者の氏名 

    ⑮、⑯の文書中、生年月日 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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、事業運営上の地位が

著しく損なわれるおそれがあるため 

   ・①､②､③､④､⑤､⑥､⑦､⑧､⑨､⑩､⑬､⑭､⑮､⑯の文書中、法人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、

個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

   ・①､②､③､④､⑦の文書中、代理人の印影 

 

2010-248 2011 年１月 26 日 ………………………………………………………（上下水道部工務課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月７日 部分公開決定 

① 審査依頼用紙（写し） 

② 協議申請書（写し） 

③ 公共下水道設置承認合議用紙（写し） 

④ 公共下水道設置承認申請書（写し） 

⑤ 審査依頼用紙（写し）[変更協議申請書に伴うもの] 

⑥ 公共下水道設置承認合議用紙（写し）[公共下水道設置変更承認申請書に伴うもの] 

⑦ 公共下水道設置変更承認申請書（写し） 

⑧ 変更協議申請書（写し） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）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 

   ・①､②､④､⑤､⑧の文書中、代理人担当者の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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、事業運営上の地位が

著しく損なわれるおそれがあるため 

   ・②､④､⑦､⑧の文書中、法人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、 

    個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

   ・④､⑦の文書中、代理人の印影 
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2010-249 2011 年１月 26 日 ………………………………………………………（上下水道部業務課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月８日 部分公開決定 

・住所○○町○○○○外 開発協議（20-88、21-26） 

① 協議申請書（案内図、平面図、構造図）の写し 

② 審査依頼用紙の写し 

③ 協定の締結、協議の合意及び同意についての写し 

④ 排水計画承認願の写し 

⑤ 宅地開発事業廃止届出書の報告について 

⑥ 排水計画取下げ申出書の写し 

⑦ 協議申請書（案内図、平面図）の写し 

⑧ 審査依頼用紙の写し 

⑨ 協定の締結、協議の合意及び同意についての写し 

⑩ 公共下水道設置承認申請書の写し 

⑪ 念書の写し 

⑫ 公共下水道設置承認申請書の写し 

⑬ 中間検査申請書 

⑭ 中間検査指示書 

⑮ 工事完了届兼工事完了検査申請書 

⑯ 工事完了検査指示書 

⑰ 起案書（公共公益施設工事検査の報告について） 

⑱ 工事完了届兼工事完了検査申請書（再検査） 

⑲ 工事完了検査指示書（再検査） 

⑳ 起案書（公共公益施設工事検査の報告について・再検査） 

○21  竣工図 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

○個人に関する情報で、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 

   ・①､②､⑦､⑧､⑩､⑫の文書中、代理人担当者の氏名 

⑭､⑯､⑲の文書中、代理人の氏名、施行者代理人の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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、事業運営上の地位が 

著しく損なわれるおそれがあるため 

   ・①､④､⑤､⑥､⑦､⑩､⑪､⑫､⑬､⑮､⑱の文書中、法人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、 

    個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

   ・①､④､⑥､⑩､⑫の文書中、代理人の印影 

 

2010-250 2011 年１月 26 日 …………………………………………………（環境資源部清掃事務所） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と
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町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月７日 部分公開決定 

 ・公共公益用地について（届出）及び添付書類一式 

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、特定の個人が認識され又は識別されうるものであるため 

    ・生年月日 

   ：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ことや法人事業上の情報

であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

・法人の印影 

 

2010-251 2011 年１月 26 日 …………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月７日 部分公開決定 

・①2008 年度 No.101 2008 年 10 月８日 開発指導課受付 

  （仮称）○○○○計画 宅地開発協議申請書綴り（写し） 

 ②2009 年７月 14 日付事務連絡 

  『宅地開発事業廃止届出書の報告について』 

  2009 年７月 14 日 開発指導課受付 宅地開発事業廃止届出書（写し） 

③2009 年度  No.23 2009 年５月 27 日 開発指導課受付 

 （仮称）○○○○計画 宅地開発協議申請書綴り（写し） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

   ○個人に関する情報で、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 

   ・①、③の文書中、代理人担当者氏名 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）に該当 

   ○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 

が生じると認められるため 

   ・①、②、③の文書中、法人の印影 

     

2010-252 2011 年１月 26 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月８日 部分公開決定 

 ・町田市宅地開発事業に関する条例［都市計画法第 32 条（公共管理者の同意等）］の規定による 

協議書（審査依頼用紙による） 
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①資料１    事業者（株式会社○○○○○）による公園緑地課審査依頼用紙及び宅地開

発事業廃止届出書の報告 

 ②資料２ 変更 事業者（株式会社○○○○○）による公園緑地課審査依頼用紙 

町田市宅地開発事業に関する条例［都市計画法第 36 条（工事完了の検査）］の規定により行っ 

た検査関係資料 

 ③資料３    検査資料一式 

その他 

 ④資料４    公園受付簿 

 ⑤資料５    公園緑地用地境界証明書 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

      ○個人に関する情報で、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 

（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）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ことや法人事業上

の情報であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるた

め 

   （３）町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

      ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれ 

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れるため 

公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

代理人担当者の氏名 （１） 
①資料１ 

事業者（株式会社○○○○○）による公園緑

地課審査依頼用紙及び宅地開発事業廃止届出

書の報告 
法人の印影 （２） 

代理人担当者の氏名 （１） ②資料２  変更 

事業者（株式会社○○○○○）による公園緑

地課審査依頼用紙 法人の印影 （２） 

請負人の氏名 （１） 

法人の印影 （２） 
③資料３ 

検査資料一式 

代理人担当者の印影 （３） 

個人の連絡先 （１） ④資料４ 

公園受付簿 代理人担当者の氏名 （１） 

⑤資料５ 

公園緑地用地境界証明書 
法人の印影 （２） 

 

2010-253 2011 年１月 26 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月 9 日 公開決定 

 ・平成２０年度事前協議書類 
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  平成２１年度事前協議書類 

 2011 年２月 9日 部分公開決定 

・道路調査書（H4-23） 

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、特定の個人が識別できる情報であるため 

・建築主の住所、氏名及び印影並びに土地所有者及び担当者の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○公開することにより印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため 

   ・法人代表者の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○個人が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

それがあるため 

   ・設計者の印影 

 

2010-254 2011 年１月 26 日 ………………………………………………（都市づくり部都市計画課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

 2011 年２月９日 公開決定 

① 開発等合議受付簿（2008 年度） 

② 開発等合議受付簿（2009 年度） 

2011 年２月９日 部分公開決定 

① 工事完了届出書兼工事完了検査申請書 

② 工事完了検査の報告について（09-12） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号（個人情報）に該当 

○個人に関する情報であり、特定の個人が識別され又は識別されうるものでため。 

・②－２ 現況高低測量図 個人の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号（法人情報）に該当 

   ○公開することにより、印影偽造等による不正使用されるおそれがあることや法人事業上

の情報であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

   ・①－１ 事業者氏名 法人の代表者印 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号（公共の安全維持情報）に該当 

   ○一個人としても使用している印鑑の印影で、印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、 

個人の財産保護に著しい支障が生じると認められるため 

   ・②－１ 代理人 担当者の印 

 

2010-255 2011 年１月 26 日 ………………………………………（都市づくり部まちづくり推進課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 
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2011 年２月８日 部分公開決定 

 ・開発合議受付簿 

① 08-93 号（町都開宅第 08-52 号に伴う記録） 

② 09-25 号（町都開宅第 09-12 号に伴う記録） 

 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、特定の個人が識別され又は識別されうるものであるため 

    ・事業者個人の氏名、代理人担当者の氏名、代理人担当者の携帯電話番号  

 

2010-256 2011 年１月 26 日 …………………………………………………………（財務部資産税課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月９日 部分公開決定 

１. 固定資産税・都市計画税減免決議書 

２. 土地異動寄附済報告書  

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、特定の個人が認別され又は識別されうるものであるため 

・１の文書中、①法人の従業員氏名 

   ：町田市上布公開条例第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ことや法人事業上の情 

報であり、競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため 

・１の文書中、②法人の印影 

 ２の文書中、②法人の印影 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第６号に該当 

    ○地方税法第382条の２第１項の規定する固定資産税課税台帳に記載する事項については、

固定資産税課税台帳に記載する事項を閲覧できる納税義務者でないため 

・１の文書中、③固定資産税の賦課決定処分に関する情報 

 ２の文書中、③固定資産税の賦課決定処分に関する情報 

 

2010-257 2011 年１月 26 日 …………………………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■町田市○○町○○○○番、○○町○○○○番の一部、○○○番○および同番○の一部付近で行わ

れた開発（主に、開発許可番号 2008 年 11 月 27 日 08 町都開開第 59号及び開発変更許可番号 2009

年７月 27 日 09 町都開変第 5 号に関わる開発）で、2007 年１月１日以降 2011 年１月 20 日まで

に行われた、開発に関わる者（地主や開発業者等各種申請、相談、情報交換などを行った者）と

町田市の各部（政策経営部、総務部、財務部、市民部、建設部、都市づくり部、上下水道部）と

の間で行われたやりとりの、申請書類や相談カード等をはじめとする、公式、非公式を問わず一

切の記録 

2011 年２月８日 部分公開決定 

 １.08 町政広要第 539 号 

   開発許可番号 59 号の件について 

 ２.09 町政広要第 20 号 

   08 町都開開第 59 号の開発行為許可に関する質問について 

   09 町企広要第 20 号２による質問への返答に関する再質問および意見・要請について 

 ３.09 町政広要第 69 号 

   三井住友グランド際の尾根道について 
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 ４.09 町政広手第 124 号 

   三井住友グランド横の斜面地宅地開発に伴う懸念について 

 ５.09 町政広要第 121 号 

   尾根道の開発について 

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、特定の個人が認識され又は識別されうるものであるため 

   ・１の文書中、①要望者氏名、②要望者電話番号、③要望者住所、④要望者印影、 

⑤要望書の中で個人が特定できる項目 

     ２の文書中、①要望者氏名、②要望者電話番号、③要望者住所、④要望者印影、 

           ⑤要望書の中の第三者の氏名 

     ３の文書中、①要望者氏名、②要望者電話番号、③要望者住所、④要望者印影、 

     ４の文書中、①要望者氏名、②要望者電話番号、③要望者住所、④要望者メール 

アドレス 

     ５の文書中、①要望者氏名、②要望者電話番号、③要望者住所、④要望者メール 

           アドレス、⑤要望書に添付された写真の顔の部分、⑥要望書に添付 

           された写真の車のナンバー部分 

 

2010-258 2011 年１月 31 日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■町田市とあいおい損保、加害者間の国保使用をめぐる争い民事裁判の件 

 前回 1/12 申請以後で追加分 

2011 年２月 10 日 部分公開決定 

・東京地方裁判所 

 平成 22 年（ワ）第 14358 号 損害賠償等請求事件 

 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準備書面（１） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○印鑑偽造等による不正使用のおそれがあるため 

・被告訴訟代理人弁護士印影（１～２ページ） 

：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、特定の個人が識別されるため 

・被害者氏名（３ページ） 

 

2010-259 2011 年１月 31 日 …………………………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■介護保険の介護相談員派遣に関する書類を含む、介護保険苦情調整会議に提出された書類。但し、

予算関係書類は除く。2010 年 10 月 19 日、第１回 2010 年度同調整会議分を含む。 

2011 年２月 14 日 公開決定 

 ・2007 年度第１回介護保険苦情相談調整会議提出資料 

  2008 年度第１回及び第２回介護保険苦情相談調整会議提出資料 

  2009 年度第１回及び第２回介護保険苦情相談調整会議提出資料 

  2010 年度第１回及び第２回介護保険苦情相談調整会議提出資料 

 

2010-260 2011 年２月１日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市鶴間 690 番地先配水管新設工事  工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、  

諸経費計算書 

2011 年２月３日 公開決定 

 ・町田市鶴間 690 番地先配水管新設工事 

工事設計書、代価明細書、内訳明細書 

 

2010-261 2011 年２月２日 ……………………………………………………………（財務部営繕課） 

■2009 年６月 12 日開札の町田市立町田第一小学校防音工事（１年度）設計積算内訳書 
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2011 年２月 16 日 取下げ 

 

2010-262 2011 年２月２日 ……………………………………………………………（財務部営繕課） 

■2010 年７月７日開札の町田市立町田第一小学校防音（２年度）及び給食室増築･改修工事設計積

算内訳書 

2011 年２月 16 日 取下げ 

 

2010-263 2011 年２月２日 ……………………………………………………………（財務部営繕課） 

■2010 年 10 月１日開札の町田市立町田第四小学校防音工事設計積算内訳書 

2011 年２月 16 日 取下げ 

 

2010-264 2011 年２月４日 ………………………………………………（政策経営部新庁舎建設課） 

■「町田市庁舎新築工事」における落札施工業者の応募書類のうち、 

 （ハ）提案項目 

 市内経済の活性化 

  （様式 11）市内業者の活用について 

  （様式 12）市内業者育成の方策について 

 市民参加 

  （様式 13）工事状況の市民への公開方法について 

 技術提案 

  （様式 14）工事期間中の周辺環境への配慮に向けた提案、及び、別添資料 

  （様式 15）工事期間中の廃棄物の処分等に関する環境配慮に向けた提案、及び、別添資料 

  （様式 16）工事品質を確保するための提案、及び、別添資料 

  （様式 17）環境品質向上と環境負荷削減を目指した提案、及び、別添資料 

2011 年２月 16 日 決定延期 

 理由：請求された公文書に非公開情報（町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当する情報） 

    が含まれており、部分公開に向けた事務処理に時間を要するため。 

 2011 年４月５日  部分公開決定 

 ・「町田市庁舎新築工事」における落札施工業者の応募書類のうち 

  （ハ）提案項目 

  市内経済の活性化 

   （様式 11）市内業者の活用について 

   （様式 12）市内業者育成の方策について 

  市民参加 

   （様式 13）工事状況の市民への公開方法について 

  技術提案 

   （様式 14）工事期間中の周辺環境への配慮に向けた提案、及び、別添資料 

   （様式 15）工事期間中の廃棄物の処分等に関する環境配慮に向けた提案、及び、別添資料 

   （様式 16）工事品質を確保するための提案、及び、別添資料 

   （様式 17）環境品質向上と環境負荷削減を目指した提案、及び、別添資料 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人の事業に関する情報であって、公開することにより、他の法人との比較において、

当該法人の競争上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。 

    ・法人の入札に関する情報 

 

2010-265 2011 年２月４日 ………………………………………………………（市民部防災安全課） 

■ボランティア活動災害補償保険における下記書類 

 １)平成 21 年、22 年度の損害保険証券の写し 
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 ２)平成 21 年、22 年度の契約時の仕様書 

 ３)平成 20 年、21 年度の事故件数および支払金額 

2011 年２月 14 日 公開決定 

・ボランティア活動災害補償制度についての下記文書 

○平成 21 年、22 年度の契約時の仕様書 

○平成 20 年、21 年度の事故件数および支払金額 

2011 年２月 14 日 部分公開決定 

・ボランティア活動災害補償保険における下記書類 

  ○平成 21 年度の損害保険証券の写し 

    [証券番号 0932176385、0982289799、0982289801]  

  ○平成 22 年度の損害保険証券の写し 

    [証券番号 1025868070、1036737056、1025868052] 

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、印鑑偽造等による不正使用されるおそれがあり、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 

 

2010-266 2011 年２月７日 …………………………………………………………（財務部資産税課） 

■ゴルフ場用地の固定資産税評価額の算定に用いる宅地比準方式における山林に係る宅造費に関

して、町田市が採用している宅造費の造成事例の内容 

 2011 年２月 18 日 公開決定 

 ・ゴルフ場用地の評価に用いる造成費について（通知） 

 

2010-267 2011 年２月 14 日 ………………………………………………………（建設部道路管理課） 

■件名 案内板（サイン）設置工事その４ 

  工事費総括表、工事総括書、種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書 

2011 年２月 23 日 公開決定 

・件名 案内板（サイン）設置工事その４ 

① 工事費総括書 

② 工事総括書 

③ 種別内訳書 

④ 代価明細表 

⑤ 諸経費計算書 

 

2010-268 2011 年２月 17 日 ………………………………………………（政策経営部新庁舎建設課） 

■（新庁舎）管理運営型ＰＦＩに関する検討報告書類 

2011 年２月 25 日 公開決定 

 ・町田市新庁舎建設推進本部第 12 専門部会（管理運営型ＰＦＩ方式導入可能性検討部会） 

報告書 

 

2010-269 2011 年２月 23 日 …………………………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■文書処理報告書一式（起案含む） 

  １)09 町政広要第 221 号の２ 2009.10.1 

2011 年３月７日 部分公開決定 

 ・09 町政広要第 221 号 

   忠生土地区画整理事業に関する陳情について 

 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、特定の個人が認識され又は識別されうるものであるため 
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    ・文書中、①要望者氏名、②要望者住所、③要望書の中で個人が特定できる項目、 

     ④要望者の財産情報、⑤要望者の土地の表示、⑥要望書の中の第三者情報 

 

2010-270 2011 年２月 24 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業 

 昭和 62 年３月 21 日、○○町○○○○建築に伴う第 76 条に係る図書一式（起案書含む） 

2011 年３月 10 日 決定延期 

 理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

 2011 年 4 月 25 日 部分公開決定 

 昭和 61 年 6 月 4 日 

 土地区画整理法第 76 条 2 項の規定に基づく意見書 

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うるものであるため。また、当該部

分は一般に公表されているものではなく、公開することに同意していると明らかに認め

られるものではなく、公共の安全の維持といったような公益上公開すべき理由もないこ

とから、同号但し書きにも該当しない。 

 ・特定個人に係る部分 

 

2010-271 2011 年２月 24 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う下記の契約書及び工事設計書一式（起案書含む） 

 １.10 号公園横、日向根トンネル上部反射鏡設置 

 ２.都市計画道路 3.4.39 並びに日向根トンネル築造 

 ３.わが町まちづくり区画整理だより 11 号 1992 年 10 月実施計画図 10 号公園横の赤で網模様に 

記されている部分 

 ４.10 号公園築造に係ると思われる 

   (1)施工箇所と変更 

   (2)忠生地区 1 号公園築造(その 2)並びに 10 号公園築造(その 3)工事で平成 20 年 1 月 

     第 1 回設計変更施工箇所以外の遊具等のある場所築造 

 2011 年３月 10 日 不存在決定 

 ・忠生土地区画整理事業に伴う下記の契約書及び工事設計書一式（起案書含む） 

３. わが町まちづくり区画整理だより 11 号 1992 年 10 月実施計画図 10 号公園横の赤で網模様 

に記されている部分 

 理由：請求内容にあたる文書が存在しないため 

 2011 年３月 10 日 決定延期（一部） 

 理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

 2011 年 4 月 25 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う下記の契約書及び工事設計書一式（起案書含む） 

２、都市計画道路 3.4.39 並びに日向根トンネル築造 

 理由：廃棄したため 

 2011 年 4 月 25 日 部分公開決定 

  １、22 東新公総第 1809 号 契約締結決定通知について 

  ２、22 東新公総第 1809 号 工事指示書 

  ３、区工忠生第 12 号 工事設計書 

  ４、区工忠生第 8号 工事設計書 

  ５、区工忠生第 8号 工事変更設計書（第 1回設計変更） 

  ６、19 東新公想第 2180 号 契約締結決定通知について 

  ７、19 東新公想第 3087 号 設計変更に伴う契約内容の変更通知について 

〔忠生土地区画整理事業に伴う下記の契約書及び工事設計書一式（起案書含む） 

  １.10 号公園横、日向根トンネル上部反射鏡設置 
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４.10 号公園築造に係ると思われる 

    (1)施工箇所と変更 

    (2)忠生地区 1号公園築造(その 2)並びに 10 号公園築造(その 3)工事で平成 20 年 1 月 

      第 1 回設計変更施工箇所以外の遊具等のある場所築造〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○受託者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、印影偽造等による不正使用されるおそれがあり、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 

    ・１，６，７のうち、「法人の印影」 

    ○町田市情報公開条例第５条第１項第 4号に該当 

     市の事務又は事業の運営に関する情報であって、公開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 

     ・２，３，４，５のうち、「単価」、「金額」 

    ○町田市情報公開条例第５条第１項第 5号に該当 

     職員が個人としても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、印影偽造等による不正使用されるおそれがあり、印影を公開すると個人の財産の

保護に著しい支障が生じると認められるため 

     ・２，３，４，５，６，７のうち、「個人の印影」 

 

2010-272 2011 年２月 24 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■平成５年～平成９年に係る業務完了報告書（内訳含む）一式（起案書含む） 

 上記は忠生区画整理事業 

2011 年３月 10 日 部分公開決定 

・１.平成５年度忠生土地区画整理事業の完了(一部)報告について 

 ２.平成５年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

 ３.平成６年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

 ４.平成７年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

 ５.平成８年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

 ６.平成９年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○受託者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、印影偽造等による不正使用されるおそれがあり、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 

    ・１～６のうち、法人の印影 

 

2010-273 2011 年２月 25 日 ……………………………………………………………（財務部管財課） 

■町田市が購入した昭和 60 年よりのデーター、住所、購入年月日、面積、所管部署がわかるもの、 

購買価格とその他公開できる範囲での交付を希望 

2011 年３月 16 日 取下げ 

 

2010-274 2011 年２月 25 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田市施行の忠生（第二工区）土地区画整理審議会の現在までの学識経験委員全員の①氏名 

②住所③職歴 

2011 年３月 11 日 部分公開決定 

  １)昭和 51 年４月 10 日起案 町開発第 41 号 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員の選任通知について 

  ２)昭和 54 年３月 12 日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員の選任について 

  ３)昭和 59 年３月 24 日起案 
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    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員の選任に対する承諾書について 

  ４) ‘89 年３月 28 日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員の選任に対する承諾書について 

  ５)1994 年３月 22 日起案  93 町都区第 197 号 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員（学識経験委員）の選任について 

  ６)1999 年３月９日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員（学識経験委員）の選任辞令の附与について 

  ７)2004 年２月 17 日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員（学識経験委員）の選任について 

  ８)2009 年３月 12 日起案  08 町都区第 754 号の 2 

    町田都市計画忠生土地区画整理審議会委員（学識経験者）の選任について（報告） 

 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るため 

    ・１)～８)の「生年月日」及び「本籍」 

１)～６) 及び ８)の「学歴」、「賞罰」、及び「経歴のうち公開していない部分」 

１)､５)､６) 及び ７)の「住所」 

１)～４) 及び ８)の「現住所」 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○個人の財産であって、公開することにより、財産の保護に著しい支障が生じると認めら 

れるため 

    ・１)～６) 及び ８)の「印影」 

 

2010-275 2011 年２月 28 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 １.仮換地に指定されない土地の管理図書一式（起案書含む） 

 ２.使用又は収益することができる者のなくなった事の通知図書一式（起案書含む） 

2011 年３月 14 日 公開決定 

 ・07 町都区第 481 号 

  土地区画整理事業区域内に所在する国有地の不換地処分の同意について（報告） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う １.仮換地に指定されない土地の管理図書一式（起案書含む）〕 

2011 年３月 14 日 部分公開決定 

・(1)08 町都区第 325 号 

   町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

   【法第 95 条第 6項】（諮問） 

 (2)08 町都区第 372 号 

   町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

   【法第 95 条第 6項】（答申） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う １.仮換地に指定されない土地の管理図書一式（起案書含む）〕 

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、特定個人が認識されるものであるため。また、当該部分は、 

    一般に公表されているものではなく、公開することに同意していると明らかに認められ 

    るものでもなく、公共の安全の確保といったような公益上公開すべき理由もないことか 

    ら、同号但し書きにも該当しない。 

   ・(1)及び(2)のうち、「特定の定めをする宅地に関する調書」の個人に関する部分、「法第 

95 条第 6項該当地図」（整理前）の個人に関する部分、「法第 95 条第 6項該当地図」（整 

理後）部分 

2011 年３月 14 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

  ２.使用又は収益することができる者のなくなった事の通知図書一式（起案書含む） 
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理由：作成していないため 

 

2010-276 2011 年３月１日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 １.土地評価要領並びに改正含む要領（起案書含む） 

 ２.区法 103 条の換地処分をすることができるに係る図書一式（起案書含む） 

   １)規準   ２)規約   ３)定款   ４)施行規程の別段の定め 

2011 年３月 15 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

 ２.区法 103 条の換地処分をすることができるに係る図書一式（起案書含む） 

  １)規準 

  ２)規約 

  ３)定款 

理由：作成していないため 

2011 年３月 15 日 決定延期（一部） 

・ 忠生土地区画整理事業に伴う 

１． 土地評価要領並びに改正含む要領（起案書含む） 

２． 区法 103 条の換地処分をすることができるに係る図書一式（起案書含む） 

４）施行規程の別段の定め 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年４月 28 日 公開決定 

・１．町田都市計画忠生土地区画整理事業 土地評価要領（改定前・改定後） 

・２．町田都市計画忠生土地区画整理事業 土地評価要領（改定後） 

・３．町田市条例原本綴 自昭和 38 年１月 至昭和 39 年 12 月 永久保存 

・４．昭和 60 年７月 27 日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業施行に関する条例の一部を

改正する条例 

2011 年４月 28 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価要領並びに改正含む要領（起案書含む） 

・忠生土地区画整理事業に伴う２．区法第 103 条の換地処分をすることができるに係る図書一式

（起案書含む）４）施行規程の別段の定め 

理由：１について保管期間が満了していないが、現在所在が明らかでないため 

   ２について保管期間が満了により、廃棄しているため 

 

2010-277 2011 年３月１日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 22 年 12 月１日から平成 23 年２月 28 日迄に確認がおりた物件の建築計画概要書２面、３面

の写し 

2011 年３月 14 日 公開決定 

 ・平成 22 年 12 月１日から平成 23 年２月 28 日までに確認がおりた物件の建築計画概要書２面、 

３面の写し 

 

2010-278 2011 年３月１日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 １.下記(1)（2）(4)に係る 1)～5)の図書 

   1)着手届（起案書含む） 

   2)完了届（起案書含む） 

   3)請求書（起案書含む） 

   4)検査調書（起案書含む） 

   5)工程表（予定と実施）（起案書を含む） 

  (1)平成 7 年度忠生地区都計 3.4.39（トンネル上部）法面整備その他工事 
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 (2)日向根トンネル施工 ○○○○○○並びに○○○○㈱ 

 (3)区画道路築造第 83 号工事 

 (4)都市計画道路 3.4.39 号線トンネル 

 ２.○○町○○○○号の○に係る 

   1)損失補償金の算定調書の送付について（起案含む一式） 

   2)土地損失交渉依頼について（起案含む一式） 

   3)土地損失補償金調表（起案含む一式） 

   4)土地損失補償金調書 

 2011 年３月 15 日 部分公開決定 

  １.2001 年 10 月 29 日 忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について（No.30） 

  ２.承諾書（No.30） 

  〔２.○○町○○○○号の○に係る 

    1)損失補償金の算定調書の送付について（起案含む一式） 

    2)土地損失交渉依頼について（起案含む一式） 

    3)土地損失補償金調表（起案含む一式） 

    4)土地損失補償金調書〕 

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るものであるため。また、当該部分は、 

     一般に公表されているものではなく、公開することに同意していると明らかに認められ 

     るものではなく、公共の安全といったような公益上公開すべき理由もないことから、同 

     号但し書きにも該当しない。 

    ・１、２のうち「特定個人に係る部分」 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○受託者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、印影偽造等による不正使用されるおそれがあり、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 

    ・１のうち、「法人の印影」 

 2011 年３月 15 日 不存在決定 

 ・忠生土地区画整理事業に伴う 

  １.下記(1)（2）(4)に係る 1)～5)の図書 

    1)着手届（起案書含む） 

    2)完了届（起案書含む） 

    3)請求書（起案書含む） 

    4)検査調書（起案書含む） 

    5)工程表（予定と実施）（起案書を含む） 

   (1)平成 7年度忠生地区都計 3.4.39（トンネル上部）法面整備その他工事 

  (2)日向根トンネル施工 ○○○○○○並びに○○○○㈱ 

  (3)区画道路築造第 83 号工事 

  (4)都市計画道路 3.4.39 号線トンネル 

 理由：所有していないため 

 

2010-279 2011 年３月７日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 １.平成 6 年度忠生土地区画整理審議会、協議会議事録（起案書含む）（第 4 回審議会除く） 

 ２.平成 9 年度第 2 回忠生土地区画整理審議会議事録（起案書含む） 

  ３.平成 4 年 7 月 23 日事業計画変更の内容を記した図書（起案書含む） 

2011 年３月 18 日 公開決定 

 ・町田都市計画忠生土地区画整理事業  事業計画書（第 14 回変更） 

  〔３.平成 4年 7月 23 日事業計画変更の内容を記した図書〕 
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2011 年３月 18 日 公開決定 

  (1)1991 年 11 月 25 日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業事業計画変更（第 14 回）について 

  (2)1992 年２月７日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の設計の概要（変更）の協議について 

  (3)3 都市開市第 404 号 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の設計の概要（変更）の協議について（通知） 

  (4)1992 年３月５日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の事業計画（第 14 回変更）の送付について 

  (5)1992 年３月５日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の事業計画変更に伴う縦覧について 

  (6)町田市公告第 24 号 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の事業計画変更に伴う縦覧について 

  (7)1992 年４月 22 日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の設計の概要（変更）の認可の申請について 

  (8)1992 年７月 14 日起案 

    土地区画整理事業の認可手続きについて 

  (9)町田市・東京都交付金地区 

  (10)4 都市開市第 33 号 

  (11)4 都市開市第 33 号 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業の設計の概要の変更認可に伴う図書の写の送付につい     

て 

   (12)1992 年７月 24 日起案 

    町田都市計画忠生土地区画整理事業に係る第14回事業計画変更認可及び認可図書の縦覧に 

    ついて 

   〔３.平成 4年 7月 23 日事業計画変更の内容を記した図書の起案書〕 

2011 年３月 18 日 部分公開決定 

① 1994 年６月 13 日起案  平成６年度第１回 忠生土地区画整理審議会会議録について 

② 平成６年度第２回 忠生土地区画整理審議会 会議録 

③ 平成６年度第３回 忠生土地区画整理審議会 会議録 

④ 平成６年度第５回 忠生土地区画整理審議会 会議録 

⑤ 平成９年度第２回 忠生土地区画整理審議会 会議録 

〔１.平成 6年度 忠生土地区画整理審議会議事録（起案書含む）（第 4回審議会除く） 

  ２.平成 9 年度第 2回  忠生土地区画整理審議会議事録（起案書含む）〕 

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るものであるため。また、当該部分は、 

     一般に公表されているものではなく、公開することに同意していると明らかに認められ 

るものではなく、公共の安全の確保といったような公益上公開すべき理由もないことか 

ら、同号但し書きにも該当しない。 

    ・①～⑤のうち、「財団法人東京都新都市建設公社職員の氏名」 

 2011 年３月 18 日 不存在決定 

  忠生土地区画整理事業に伴う 

１.平成６年度  忠生土地区画整理協議会議事録（起案書含む） 

 理由：作成していないため 

 

2010-280 2011 年３月７日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

  １.○○○､○○○街区に接する町田都市計画道路 3・4・19 号線 

    修理・補修・やり直し等の工事契約書一式（起案書含む） 
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  ２.１の工事設計書一式（起案書含む） 

2011 年３月 15 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

  １.○○○､○○○街区に接する町田都市計画道路 3・4・19 号線 

    修理・補修・やり直し等の工事契約書一式（起案書含む） 

  ２.１の工事設計書一式（起案書含む） 

 理由：１及び２は存在しないため 

 

2010-281 2011 年３月７日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 昭和 40 年８月 24 日認可に至る 

  １.縦覧図書一式（起案書含む） ２.縦覧名簿一式（起案書含む） 

 ３.縦覧案内一式（起案書含む） 

2011 年３月 15 日 決定延期 

 理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年５月６日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 昭和 40 年８月 24 日認可に至る 

  １.縦覧図書一式（起案書含む） ２.縦覧名簿一式（起案書含む） 

 ３.縦覧案内一式（起案書含む） 

理由：保管期間が満了していないが、現在所在が明らかでないため 

 

2010-282 2011 年３月８日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生地区事業費明細表平成 7 年度､8 年度､9 年度 

2011 年３月 22 日 部分公開決定 

  １.平成 7年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

  ２.平成 8年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

  ３.平成 9年度忠生土地区画整理事業の完了報告について 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○受託者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、印影偽造等による不正使用されるおそれがあり、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。 

・１､２､３のうち、「法人の印影」 

 

2010-283 2011 年３月 14 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年１月１日から平成 23 年２月 28 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・ 

３面 ※建築基準法第 18 条の規定に基づき行政庁等が建築主となる計画通知も必要（可能であ

れば、電磁的記録の交付を希望） 

2011 年３月 25 日 公開決定 

 ・平成 23 年１月１日から平成 23 年２月 28 日までに確認のおりた「建築計画概要書」の２面・ 

  ３面（建築基準法第 18 条の規定に基づく計画通知を含む） 

 

2010-284 2011 年３月 23 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番○宅地他６筆 

 平成 18 年頃上記にて建設中のマンションに関わる建築確認申請の内、基礎ならびに調整池の機

能を持つ部分の設計図面 
2011 年３月 30 日 公開決定 

・保全調整池機能阻害行為届出書に対する助言及び勧告 

2011 年３月 30 日 部分公開決定 

 １.調整池の管理に関する協定書 

 ２.確認申請書の構造図（確認番号：平成 11 年度第 1565-4 号） 
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理由：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による不正使用のおそれがあり、法人等の財産の保護に 

著しい支障が生じると認められるため 

    ・法人代表者の印影 

   ：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

    ○個人が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 

それがあるため 

    ・設計者の印影 
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３ 年度・実施機関別情報公開請求の件数（1993 年度以降） 

 

実施機関
　　年度
 種別

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 計

請　求 12 17(3) 50(2) 81(3) 80(2) 36(2) 59(2) 33(1) 27(1) 31(4) 48(4) 66(2) 74(5) 77(8) 75(6) 105(5) 95(7) 256(8) 1222(65)

不服申立て   1 4 2 1 2 3 1 1 2   1  21 22 11 72 

請　求 155(4) 148(8) 187(1) 37(1) 71 19(1) 29(1) 8 3 30 8 6 5(1) 7(1) 12(1)  2 24 751(19)

不服申立て 9  2  3(1) 4    9(9)         27(10)

請　求    1(1)  1             2(1)

不服申立て                   0 

請　求   2           2     4 

不服申立て                   0 

請　求              4 6 1   11 

不服申立て                   0 

請　求  1  1 1              3 

不服申立て                   0 

請　求 3 2 5 

不服申立て   0 

請　求 1 1 3 4 3  2 2 3 1  1 1 3 2  1 1 29 

不服申立て                   0 

請　求 168(4) 167(11) 242(3) 124(5) 155(2) 56(3) 90(3) 43(1) 33(1) 62(4) 56(4) 73(2) 80(6) 93(9) 95(7) 107(6) 101(7) 283(8) 2028(86)

不服申立て 9 0 3 4 5(1) 5 2 3 1 10(9) 2 0 0 1 0 21 (11) 11 99(10)
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