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第１章 情報公開請求の状況 
 

１ ２０１１年度の経過 
２０１１年度の請求の特徴としては、建築確認に関する資料、忠生土地区画整理事業に関す

る資料及び配水管工事に関する資料等の請求が数多く行われました。 

１年間の請求件数は１２６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）２０１１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 ２ 

広 聴 課 １ 政 策 経 営 部 

新 庁 舎 建 設 課 ２ 

法 制 課 １ 
総 務 部 

市 政 情 報 課 １ 

営 繕 課 ２ 

契 約 課 ２（内取下げ１） 財 務 部 

資 産 税 課 １ 

市 民 部 防 災 安 全 課 ２ 

文 化 振 興 課 １（内取下げ１） 

スポーツ振興課 ３ 
文 化 ス ポ ー ツ 

振 興 部 
国際版画美術館 １ 

いきいき健康部 高 齢 者 福 祉 課 １ 

環 境 資 源 部 環 境 総 務 課 ２（内取下げ１） 

道 路 管 理 課 １ 

道 路 用 地 課 １（内取下げ１） 

道 路 整 備 課 ２（内取下げ１） 
建 設 部 

道 路 補 修 課 ７（内取下げ２） 

都 市 計 画 課 ２（内取下げ１） 

まちづくり推進課 １ 

開 発 指 導 課 ２（内取下げ１） 

建 築 指 導 課 ２２（内取下げ１） 

公 園 緑 地 課 ７（内取下げ１） 

都 市 づ く り 部 

区 画 整 理 課 ２３ 

工 務 課 ２ 

業 務 課 １ 

市 長 

上 下 水 道 部 

給 水 課 ２２（内取下げ１） 

１１５ 

(内取下げ１２)

教 育 総 務 課 ２（内取下げ１） 
学 校 教 育 部 

施 設 課 ３ 教 育 委 員 会 

生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 課 １ 

６ 

（内取下げ１）

選 挙 管 理 委 員 会   ０ ０ 

監 査 委 員 監 査 事 務 局 １ １ 

農 業 委 員 会 農 業 委 員 会 事 務 局 １（内取下げ１） 
１ 

（内取下げ１）

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
  ０ ０ 
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病 院 事 業 管 理 者 市民病院事務部 総 務 課 １ １ 

議 会 議 会 事 務 局 ２ ２ 

合 計   
１２６ 

（内取下げ１４） 

１２６ 

(内取下げ１４)
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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 １９人 ８人 ２２人 ６人 ５５人 

請求件数 ５２件 １７件 ３２件 ２５件 １２６件

※１人当たりの請求件数約２．３件、１人 大請求件数１７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 

６５件 ４８件 ７件 ２６件 ０件 １４６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 

４０件 ２７件 １件 ２件 １４件 １件 ８５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 ２０１１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・・・・・・・・ 

 

 

2011-１ 2011 年４月５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 3月 17日～3月 30日の間行われた縦覧で掲示された事業

地全域の従前図面、従後図面  

2011 年４月 19 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換地図その１（従前の土地図）１/３  

 ２．町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計換地図その１（従前の土地図）２/３ 

 ３．町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計換地図その１（従前の土地図）３/３ 

 ４．町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計換地図その２（換地処分後の土地図）１/３    

 ５．町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計換地図その２（換地処分後の土地図）２/３    

 ６．町田都市計画忠生土地区画整理事業換地設計換地図その２（換地処分後の土地図）３/３    

 

2011-２ 2011 年４月 13 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコホールセールジャパン㈱多摩境店の（町田市小山町字 17 号 2015－1 の一部） 

 鉄骨図面及び構造計算書（ 新のもの） 

2011 年４月 20 日 公開決定 

１．構造計算書：当初分（確認番号：平成13年度町田市第2342号）その２の写し 

 2011 年４月 20 日 部分公開決定 

１． 構造計算書：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その１の写し（№１） 

２． 構造計算書：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№３） 

３． 構造図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№４） 

４． 構造図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№５） 

５． 構造計算書および構造図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-2 号）の写し

（№６） 

６． 構造計算書および構造図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-3 号）の写し

（№７） 

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。 

・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習修了者、計算書作成者の氏名および講

習終了証番号 

・建築構造計算プログラムに関する講習担当者の氏名 

・建築構造計算プログラム入力者の氏名 

：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。 
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・建築構造計算プログラムに関する契約承認取扱者の印影 

・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習修了者および計算書作成者の印影 

・設計者の印影 

 

2011-３ 2011 年４月 15 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■ケイパートナーズアーキテクツと大林組がそれぞれ市に提出したコストコ多摩境店の工事に関

する報告書 

2011 年４月 26 日 部分公開決定 

１、建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告 

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、特定の個人を識別できる情報であるため。 

 ・担当者名、担当者の直筆サイン 

   :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。 

    ・担当者の印影、設計者の印影、検査員の印影 

 

2011-４ 2011 年４月 15 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■「コストコ多摩境店」（町田市小山町 17 号 2015－１）の建築確認書の構造図と構造計算書一式 

2011 年４月 21 日 公開決定 

１、構造計算書：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その２の写し 

2011 年４月 21 日 部分公開決定 

１、 構造計算書：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その１の写し（№１） 

２、 構造計算書：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№３） 

３、 構造図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№４） 

４、 構造図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№５） 

５、 構造計算書および構造図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-2 号）の写し

（№６） 

６、 構造計算書および構造図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-3 号）の写し

（№７） 

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。 

  ・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習修了者、計算書作成者の氏名および講

習終了証番号 

・建築構造計算プログラムに関する講習担当者の氏名 

・建築構造計算プログラム入力者の氏名 

：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。 

 ・建築構造計算プログラムに関する契約承認取扱者の印影 

・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習修了者および計算書作成者の印影 
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・設計者の印影 

    

2011-５ 2011 年４月 18 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコ多摩境倉庫店が町田市に提出した、構造計算書、平面図、立面図、構造図一式 

2011年４月22日 公開決定 
１、構造計算書：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その２の写し 

2011年４月22日 部分公開決定 

１、 構造計算書：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その１の写し（№１） 

２、 構造計算書：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№３） 

３、 構造図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№４） 

４、 構造図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№５） 

５、 構造計算書、構造図および意匠図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-2 号）

の写し（№６） 

６、 構造計算書、構造図および意匠図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-3 号）

の写し（№７） 

７、 意匠図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№８） 

８、意匠図：変更１回目（確認番号：平成13年度町田市第2342-1号）の写し（№９） 

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。 

 ・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習修了者、計算書作成者の氏名および講

習終了証番号 

・建築構造計算プログラムに関する講習担当者の氏名 

・建築構造計算プログラム入力者の氏名 

   ：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。 

  ・建築構造計算プログラムに関する契約承認取扱者の印影 

・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習修了者および計算書作成者の印影 

・設計者の印影 

 

2011-６ 2011 年４月 22 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生区画整理事業における「権利清算書」 

2011 年４月 28 日 決定延期 

理由：請求された該当文書の内容の精査及び検討に時間を要すため。 

2011 年６月 16 日 部分公開決定 

１、町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 １あ～お 

２、町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 ２か～し 

３、町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 ３す～ほ 

４、町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 ４ま～わ 借地権者 

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から4のうち、権利者(個人)の住所及び氏名、従前の土地の町(大字)、丁目(字)、地番、
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地目、権利者の種別、所有権者以外の権利の部分・符号、登記地積又は申告地積、基準

地積又は基準権利地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、権利価額割合(％)、
権利価額(円)、比例権利価額(円)、換地の街区番号、町(大字)、丁目(字)、地番、地目、所

有権以外の権利の部分・符号、確定地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、
権利価額割合(％)、権利価額(円)、清算金額、－徴収金額(円)、＋交付金額(円)、減価補償

金(円)、相殺後の金額(円)、減歩率、摘要、共有者名簿の換地処分後の土地、持分、住所、

氏名 
  ：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、また、当該部分は、人の生命、身体又は健康を保護するため公

開することが必要と認められるものではなく、人の生活を保護するため公益上公開すべき理

由もなく、消費生活その他の市民生活を保護するため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から４のうち、権利者(法人) の住所及び氏名、従前の土地の町(大字)、丁目(字)、

地番、地目、権利者の種別、所有権者以外の権利の部分・符号、登記地積又は申告地積、

基準地積又は基準権利地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、権利価額

割合(％)、権利価額(円)、比例権利価額(円)、換地の街区番号、町(大字)、丁目(字)、

地番、地目、所有権以外の権利の部分・符号、確定地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、

評定価額(円)、権利価額割合(％)、権利価額(円)、清算金額、－徴収金額(円)、＋交付

金額(円)、減価補償金(円)、相殺後の金額(円)、減歩率、摘要、共有者名簿の換地処分

後の土地、持分、住所、氏名 

 

2011-７ 2011 年４月 28 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコホールセールジャパン㈱多摩境店のスロープ部分、及び本体建物とスロープが接してい

る部分の周辺の意匠図（詳細図を含む） 

2011 年５月６日 部分公開決定 

１、 意匠図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し 

２、 意匠図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し 

３、 意匠図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-2 号）の写し 

４、 意匠図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-3 号）の写し 

理由：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 

 

2011-８ 2011 年４月 28 日 ……………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコホールセール㈱多摩境店における H23.3.11 時の事故現場の写真の電子ファイル（磁気

媒体） 

2011 年５月２日 取下げ 

 

2011-９ 2011 年５月６日 …………………………………………（文化スポーツ振興部文化振興課） 

■町田市民ホールの総工費及びそれら費用の調達方法（自主財源補助金、起債した地方債など割合

とそれぞれの金額）を明示する公文書、ホールの運用開始時間を示す公文書 

2011 年５月 19 日 取下げ 

 

2011-10 2011 年５月 12 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市木曽東四丁目 10 番先配水管布設替工事 

 町田市小川二丁目 12 番地先配水管布設替工事 

 代価明細書、工事設計書 工事総括数量表、内訳明細書 

2011 年５月 13 日 公開決定 
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・町田市木曽東四丁目 10 番先配水管布設替工事 

町田市小川二丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工事別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-11 2011 年５月 16 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年３月１日から平成 23 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。 

2009 年５月 20 日 公開決定 

 ・平成 23 年３月１日から平成 23 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 条の規定に基づく計画通知を含む） 

 

2011-12 2011 年５月 18 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコ多摩境倉庫店に関する書類 

 ①設計図（構造図・意匠図）すべて  ②建築確認書の写しすべて 

 ③平成 23 年４月 15 日建築基準法第 12 条５項規定に基づく報告書 

 ・その他構造計算書以外の書類があれば。 

2011 年６月１日 部分公開決定 

１、構造図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№３） 

２、意匠図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）及び建築基準法第６条第１項の

規定による確認済証（建築物）の写し（№４） 

３、 構造図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№６） 

４、意匠図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）及び建築基準法第６条第

１項の規定による確認済証（建築物）の写し（№７） 

５、 構造図および意匠図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-2 号）及び建築基

準法第６条第１項の規定による確認済証（建築物）の写し（№８） 

６、 構造図および意匠図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-3 号）及び建築基

準法第６条第１項の規定による確認済証（建築物）の写し（№９） 

７、建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告（№10） 

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。 

・緑化計画書取扱担当者の氏名 

・建築設備に関し意見を聴いた者の氏名 

・主任技師、現場代理人、コア鑑定者、ボーリング責任者、測定者の氏名 

：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 

 

2011-13 2011 年５月 18 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコ多摩境店の設計図、構造図、意匠図 

2011 年５月 26 日 部分公開決定 
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１、 構造図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№３） 

２、 意匠図：当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（№４） 

３、 構造図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№６） 

４、 意匠図：変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-1 号）の写し（№７） 

５、 構造図および意匠図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-2 号）の写し（№   

８） 

６、構造図および意匠図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342-3 号）の写し（№

９） 

理由：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 

 2011 年６月 1日 「公開しない部分」及び「公文書の一部を公開しない理由」の一部変更 

 変更後：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、公開することによって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 

：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。 

 ・主任技師、現場代理人、コア鑑定者、ボーリング責任者、測定者の氏名 

変更理由：2011 年 5 月 26 日付「公文書部分公開決定通知書」に係る対象公文書をさらに精査し

たところ、非公開情報の追加が確認されたため。 

 

2011-14 2011 年５月 18 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、忠生地区家屋調査委託業務（その２）に係る 指示書一式（起案書含む） 

    １）平成 13 年度 ２）平成 17 年度 

２、忠生地区家屋調査委託業務 １）平成 10 年 10 月 指示書一式（起案書含む） 

2011 年５月 31 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

 １、忠生地区家屋調査委託業務（その２）に係る 指示書一式（起案書含む） 

    １）平成 13 年度 ２）平成 17 年度 

 ２、忠生地区家屋調査委託業務 １）平成 10 年 10 月 指示書一式（起案書含む） 

理由：請求内容にあたる文書が存在しないため。  

 

2011-15 2011 年５月 23 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市高ヶ坂 242 番地先配水管撤去工事 代価明細書、工事設計書、内訳明細書 

2011 年５月 26 日 公開決定 

・町田市高ヶ坂 242 番地先配水管撤去工事 

 工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工事別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-16 2011 年５月 24 日 ………………………………………………（生涯学習部生涯学習課） 

■①教育委員会が委託する学校開放事業にかかる保険の内容 保険会社及び保険代理店 

②教育委員会が委託する学校開放事業にかかる損害賠償事件、いしゃ料請求事件の内容及び請求

保険額（過去５年分） 
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2011 年５月 25 日 不存在決定 

①教育委員会が委託する学校開放事業（特別教室分）にかかる保険の内容 保険会社及び保険代

理店   

②教育委員会が委託する学校開放事業（特別教室分）にかかる損害賠償事件、慰謝料請求事件の

内容及び請求保険額（過去５年分） 

理由：①学校開放事業（特別教室分）においては保険契約を行っておりません。 

    ②学校開放事業（特別教室分）においては保険契約を行っておらず、また、過去５年間に

おいて損害賠償請求及び慰謝料請求の事実はありません。 

 

2011-17 2011 年５月 24 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■①町田市が委託する学校開放事業にかかる保険の内容 保険会社及び保険代理店 

 ②町田市が委託する学校開放事業にかかる損害賠償事件、いしゃ料請求事件の内容及び請求保険

額（過去５年分） 

2011 年６月６日 部分公開決定 

１、2010 年度町田市立学校施設プール開放傷害保険の契約原義書 

  2010 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義書 

  2010 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義書 

２、2010 年度 学校プール開放事故届、保険支払い 

  2009 年度 学校プール開放事故届、保険支払い 

 2008 年度 学校プール開放事故届、保険支払い （３ヵ年分） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るため。 

・２の文書のうち、学校名、氏名、住所、連絡先、個人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

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

人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

    ・１の文書のうち、法人の印影 

 2011 年６月６日 不存在決定 

 ・１、2007 年度 学校施設プール開放事業にかかる損害賠償事件、慰謝料請求事件の内容及び請

求保険額 

 ２、2011 年度 学校施設プール開放事業にかかる損害賠償事件、慰謝料請求事件の内容及び請

求保険額 

 ３、2008～2010 年度 学校施設プール開放事業にかかる慰謝料請求事件の内容及び請求保険額 

理由：１については、町田市文書管理規程に定められた保存期限を経過しているため。 

    ２及び３については、事例がないため。 

 

2011-18 2011 年５月 25 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 法 55 条 事業計画の縦覧に係る 

１） 不採択による意見書提出者通知一式（起案書含む） 

２） 採択による事業計画の修正図書一式（起案書含む） 

３） 意見書一式（起案書含む） 

４） 意見書採択による縦覧図書一式（起案書含む） 

2011 年６月８日 不存在決定 

 ・忠生土地区画整理事業に伴う 法 55 条 事業計画の縦覧に係る 

１）不採択による意見書提出者通知一式（起案書含む） 

２）採択による事業計画の修正図書（起案書含む） 

３）意見書一式（起案書含む） 

４）意見書採択による縦覧図書一式（起案書含む） 
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 理由：１）、３）については、所有していないため。 

    ２）、４）については、採択された意見書が無いため。 

 

2011-19 2011 年５月 25 日 ……………………………………………………（建設部道路補修課） 

■平成 23 年３月 16 日入札分「土木応急修繕請負単価契約」に関する工事設計書・内訳明細書 

2011 年５月 31 日 公開決定 

 ・平成 23 年３月 16 日入札分「土木応急修繕請負単価契約」に関する工事設計書・内訳明細書 

 

2011-20 2011 年５月 26 日 ………………………………………………（政策経営部新庁舎建設課） 

■現在、建設工事が進んでいる新庁舎が完成した後の庁舎の管理運営型PFI方式導入の可能性調査委

託をH22年度に実施していたその内容について（成果物等） 

2011 年６月１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 

 
2011-21 2011 年５月 30 日 ……………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市高ヶ坂 242 番地先配水管撤去工事  

工事費内訳書、設計内訳書、代価明細書、特殊単価内訳書、特殊単価代価明細書書及び経費計算

情報、経費計算内訳書 

2011 年６月３日 公開決定 

 ・町田市高ヶ坂 242 番地先配水管撤去工事  

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工事別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-22 2011 年５月 31 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、別紙に係る 
 １）東京都交付金支出内訳（起案書含む一式） ２）１）に係る公社図書（起案書含む一式） 
２、東京都交付金に係る規程（手続を記した図書） 
３、２に伴う、１で請求の他の図書（起案書含む一式） 
４、法55条に伴う縦覧比率を記した図書（起案書含む） 
別紙 

１  忠生地区区画道路築造第70号工事   ２ 忠生地区区画道路築造第59号工事 

３ 忠生地区区画道路築造第63号工事   ４ 忠生地区区画道路築造第83号工事 

５ 忠生地区区画道路築造第53号工事   ６ 都市計画道路３-４-39号線築造工事 

７ 忠生地区１号公園築造工事に係る契約 ８ 忠生地区２号公園築造工事に係る契約 

９ 忠生地区10号公園築造工事に係る契約 10 忠生地区補償物件調査積算委託業務(その54) 

11 忠生地区補償物件調査積算委託業務(その58) 

12 忠生地区補償物件調査積算委託業務(その62) 

13 忠生地区補償物件調査積算委託業務(その68) 

14 忠生地区補償物件調査積算委託業務(その69)  15  

16 ㈱○○○○○との契約 1)平成10年10月  家屋事前調査委託  793千円 

2)平成10年度 忠生地区調査積算 2,419千円 

 3)平成10年10月６日 忠生地区家屋調査委託業務 792,750円 

               4)平成11年     忠生地区家屋調査委託業務 755千円 

               5)平成11年６月  忠生地区家屋調査委託業務 

建物住宅事前調査793千円 
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    6)平成17年12月21日 忠生地区家屋調査委託業務(その２) 

1,680千円 

17 平成13年８月１日 忠生地区家屋調査委託業務(その２) 299,250円 

18 平成11年度   忠生地区○○○､○-○街区整地工事 

19 日向根トンネル築造工事に係る契約 

20 ○○町○○○○-○○  移転に伴う損失補償費(金) 

21 ○○町○○○○-○○  建築物等の事業損失に伴う損失補償金 

2011 年６月 14 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７月 29 日 公開決定 

１、「財団法人東京都新都市建設公社例規集」 
  ○東京都新都市建設公社の受託施行する土地区画整理事業に関する交付金交付要綱 
  （忠生土地区画整理事業に伴う ２、東京都交付金に係る規程（手続を記した図書）） 

2011 年７月 29 日 部分公開決定 

１．平成４年度東京都交付金交付決定について ２．平成５年度東京都交付金交付決定について 

３．平成６年度東京都交付金交付決定について ４．平成７年度東京都交付金交付決定について 

５．平成８年度東京都交付金交付決定について ６．平成９年度東京都交付金交付決定について 

７．平成11年度東京都交付金交付決定について  

８．平成５年度（平成４年度施行分）東京都交付金収入にかかる立替金の免除について 

 ９、平成６年度（平成５年度施行分）東京都交付金収入にかかる立替金の免除について 

 10．平成７年度（平成６年度施行分）土地区画整理事業交付金収入にかかる債務の免除について 

 11．平成８年度（平成７年度施行分）土地区画整理事業交付金収入にかかる債務の免除について 

 12．平成９年度（平成８年度施行分）土地区画整理事業交付金収入にかかる債務の免除について 

 13．平成11年度（平成11年度施行分）土地区画整理事業に係る交付金収入確定に伴う債務の免除

について 

    （忠生土地区画整理事業に伴う １、別紙に係る１）東京都交付金支出内訳（起案書含む

一式） ２）１）に係る公社図書（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、特定の個人が識別されるため。 
    ・２、３文中の、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 

○印鑑偽造等による不正使用される恐れがあり、印影を公開することにより法人等の財産

の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・１から 13 文中の、法人の印影 

2011 年７月 29 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 
３、２、東京都交付金に係る規程（手続を記した図書）に伴う、 

１、別紙に係る１）東京都交付金支出内訳（起案書含む一式） 
２）１）に係る公社図書（起案書含む一式） 

で請求の他の図書（起案書含む一式） 
４、法55条に伴う縦覧比率を記した図書（起案書含む） 

理由：所有していないため。 

 

2011-23 2011 年５月 31 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  

11 町都区要第５号の２ 2011 年５月 10 日に係る根拠法令図書一式（起案含む） 

2011 年６月 14 日 不存在決定 

理由：11 町都区要第５号の２ 2011 年５月 10 日に係る根拠法令図書一式（起案含む）はないた

め、かつ作成していないため。 
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2011-24 2011 年５月 31 日 ……………………………………………（政策経営部広聴課） 

■町田市市政要望等に関する事務処理要領に伴う、 

 第９補則に係る起案書含む一式（2009 年４月 20 日とそれ以外も含む） 

 2011 年６月８日 公開決定 

・町田市市政要望等に関する事務処理要領について 
 
2011-25 2011 年６月１日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年３月１日から平成 23 年５月 31 日までに確認がおりた物件の「建築計画概要書」の２

面・３面の写し 

2011 年６月 10 日 公開決定 

 ・平成 23 年３月１日から平成 23 年５月 31 日までに確認がおりた物件の「建築計画概要書」の

２面・３面の写し 

 

2011-26 2011 年６月３日 ……………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小山田桜台２丁目２番地先配水管移設及び新設工事（積算資料一式）  

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、内訳表、

仕訳表） 

2011 年６月９日 公開決定 

 ・町田市小山田桜台２丁目２番地先配水管移設及び新設工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工事別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-27 2011 年６月３日 …………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市玉川学園６丁目２番先配水管布設替工事（積算資料一式）  

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、内訳表、

仕訳表） 

2011 年６月９日 公開決定 

 ・町田市玉川学園６丁目２番先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工事別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-28 2011 年６月８日 ………………………………………………（上下水道部給水課） 

■2010 年６月 16 日に入札が行われた水道施設工事「町田市木曽東４丁目 10 番先配水管布設替工

事」に関する以下の文書  

特記仕様書、工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細書、諸経費計算書 

2011 年６月 10 日 取下げ 

 

2011-29 2011 年５月 31 日 ……………………………………………（総務部法制課） 

■町田市市政要望等に関する事務処理要領に伴う、 

１．下記施行に係る起案書含む一式 

 １）1977 年５月 16 日 ２）1997 年４月１日 ３）2002 年４月１日 ４）2006 年６月 15 日 

５）2008 年４月１日  ６）2010 年７月１日  ７）2011 年４月１日 
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2011 年６月 10 日 公開決定 

（１）陳情書等の事務処理要領の一部改正後の条文（1977 年５月 16 日施行） 

（２）「陳情書等の事務処理要領の一部改正について」起案書（1997 年４月１日施行） 

（３）「要望書等の事務処理要領の一部改正について」起案書（2002 年４月１日施行） 

（４）「町田市要望書等の事務処理要領の一部改正について」起案書（2006 年６月 15 日施行） 

（５）「町田市市政要望等に関する事務処理要領の一部改正について」起案書 

（2008 年４月１日施行） 

（６）「町田市市政要望等に関する事務処理要領の一部改正について」起案書 

（2010 年７月１日施行） 

（７）「町田市市政要望等に関する事務処理要領の一部改正について」起案書 

（2011 年４月１日施行） 

2011 年６月 10 日 不存在決定 

（１）「陳情書等の事務処理要領の一部改正について」起案書（1977 年５月 16 日施行） 

理由：1993 年以降、要領の起案書は法制課で永年保存となっていますが、上記の文書が作成され

た 1977 年当時は、要領の起案書の保存期間について全庁的に統一された定めはありませ

んでした。当時のファイル基準表に要領起案書の記載がないため、既に廃棄されたものと

思われます。  

 

2011-30 2011 年６月 17 日 ………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台３丁目 12 番地先配水管布設替工事  

工事費総括書、工事総括書、種別内訳書、代価明細書、諸経費計算書 

2011 年６月 28 日 公開決定 

 ・町田市成瀬台３丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工事別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-31 2011 年６月 21 日 ……………………………………………………（建設部道路補修課） 

■ぺデストリアン３号デッキパネル補修工事 

 （工事）総括表、内訳書、代価表、その他当工事のすべての内訳内容 

2011 年６月 30 日 部分公開決定 

 ・ぺデストリアン３号デッキパネル補修工事 

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、特記仕様書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○特別な製品の単価作成のための情報であり、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 

・代価明細表のうち摘要欄の単価作成のための情報 

 

2011-32 2011 年６月 21 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小野路町 895 番地先配水管布設替工事の金額入り内訳書・明細書及び仮排管材料の内訳・

明細一式  

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市小野路町 895 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 
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内訳明細書 

 

 

2011-33 2011 年６月 22 日 ……………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台３丁目 12 番地先配水管布設替工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市成瀬台３丁目 12 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-34 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市三輪緑山３丁目 19 番地先配水管布設替工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市三輪緑山３丁目 19 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-35 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬 1955 番地先配水管布設替工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市成瀬 1955 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-36 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小野路町 895 番地先配水管布設替工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市小野路町 895 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 
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内訳明細書 

 

2011-37 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小川１丁目 16 番地先配水管布設替工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市小川１丁目 16 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-38 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬１丁目１番地先配水管布設替及び新設工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 30 日 公開決定 

 ・町田市成瀬１丁目１番地先配水管布設替及び新設工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-39 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部工務課） 

■公共下水道鶴間汚水枝線工事その 37  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 29 日 公開決定 

・公共下水道鶴間汚水枝線工事その 37 の金額入り内訳書、明細書 

 

2011-40 2011 年６月 22 日 ………………………………………………………（上下水道部工務課） 

■公共下水道小山町ほか汚水枝線工事  

金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、代

価表、諸経費計算書） 

2011 年６月 29 日 公開決定 

・公共下水道小山町ほか汚水枝線工事の金額入り内訳書、明細書 

 

2011-41 2011 年６月 24 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市三輪緑山三丁目 19 番地先配水管布設替工事積算資料一式 

2011 年６月 30 日 公開決定 

・町田市三輪緑山三丁目１９番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 
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2011-42 2011 年６月 29 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区域決定に伴う 

 １、昭和 37 年 12 月 13 日 町都発第 138 号（東京都知事宛）起案書を含む図書一式 

 ２、昭和 37 年 12 月 13 日 町都発第 138 号（建設大臣宛）起案書を含む図書一式 

 ３、昭和 37 年 12 月 13 日 東新公発第 2276 号（起案書を含む図書一式） 

 ４、３に至る起案書を含む図書一式 

 2011 年 7 月 13 日 公開決定 

 ・１、町田都市計画忠生土地区画整理区域決定について 

  （昭和 37 年 12 月 12 日起案 町都発第 138 号） 

 2011 年 7 月 13 日 部分公開決定 

 ・１、土地区画整理区域決定申請書送付について 

  （東新公発第 2276 号 昭和 37 年 12 月 13 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 

 

2011-43 2011 年 6 月 29 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個人情報に係る登録票（起案書含む一式） 

１、 区画整理事業（市施行）実施    ２、土地区画整理審議会 

３、土地区画整理法 76 条許可      ４、土地区画整理評価員  ５、保留地分譲 

６、土地区画整理に関する調査・指導  ７、土地区画整理事業調査検討委員会 

2011 年 7 月 13 日 公開決定 

・町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う個人情報に係る登録票（起案書含む一式） 

１、 区画整理事業（市施行）実施    ２、土地区画整理審議会 

３、土地区画整理法 76 条許可      ４、土地区画整理評価員   ５、保留地分譲 

６、土地区画整理に関する調査・指導  ７、土地区画整理事業調査検討委員会 

 

2011-44 2011 年 6 月 30 日 ………………………………………………（市民病院事務部総務課） 

■平成14年 3月 19日以降平成 23年 3月 31日までに町田市民病院に管籍の労働基準監督署から交

付された是正勧告書 

2011 年 7 月 13 日 部分公開決定 

・平成 17 年 1 月 21 日付け是正勧告書 

 理由：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。 

    ・労働基準監督官の印影 

 

2011-45 2011 年 6 月 30 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■町田市○○町○○○○番地に接する２項道路の取扱いについての調書（22-42）一式 

2011 年 7 月 7 日 部分公開決定 

・ 道路調査書（町田市整理番号 No.22－42） 

理由：町田市情報公開条例第５条第 1項第１号に該当 

○特定の個人の情報であり、特定個人が識別されるため。 

・相談者（法人）の担当者氏名 

  ：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り、公開されることにより、法人の事業運営に著しい支障が生じ
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る恐れがあるため。 

・相談者（法人）の住所、氏名、電話 

 

2011-46 2011 年 7 月 4日 ……………………………………………………（学校教育部施設課） 

■旧緑ヶ丘小学校体育館の構造図（図面） 

 旧本町田西小学校体育館の構造図（図面） 

2011 年 7 月 7 日 公開決定 

 ・町田市立本町田西小学校校舎増築及び体育館新設工事（図面） 

  No.１/５、No.２/５、No.３/５、No.４/５、No.５/５、No.６/５ 

2011 年 7 月 7 日 部分公開決定 

・町田市立緑ヶ丘小学校体育館新設工事（図面） 

 No.S-1、No.S-2、No.S-3、No.S-4、No.S-5、No.S-6 

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得るため。 

   ・各図面（No.S-1～6）中、照査、設計、製図欄の印影 

 

2011-47 2011 年 7 月 6日 …………………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■開発登録簿 ０７－４８（工事完了公告 2009,1,15） 

開発登録簿 ０６－５２（工事完了公告 2007,9,4） 

上記開発事業に関する、土質調査結果資料（調査位置図、標準費入試験内容、想定地層図、地耐

力表など）。 

2011 年 7 月 20 日 部分公開決定 

・ ①（仮称）金井町戸建造成計画地盤調査（ボーリング）（06 町都開開第 52 号） 

   ②（仮称）金井町戸建造成工事平板載荷試験報告書（06 町都開開第 52 号） 

③（仮称）金井町戸建造成計画地盤調査（ボーリング）（07 町都開開第 48 号） 

④（仮称）金井町戸建造成工事平板載荷試験報告書（07 町都開開第 48 号） 

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。 

    ・「担当者の氏名」 「個人の印影」（①・②・③・④の文書中） 

   ：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恐れがあるなど、事業運営上の地位が

著しく損なわれる恐れがあるため。 

    ・「法人の印影」（②・④の文書中） 

 

2011-48 2011 年７月 12 日 ……………………………………………（都市づくり部開発指導課） 

■（仮称）エクセレンス南町田建設に関する協定書 

2011 年７月 25 日 取下げ 

 

2011-49 2011 年７月 14 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生区画整理第二工区における清算金の交付・徴収について 

上位・ 下位それぞれ 10 件の金額を明らかにして下さい。 

2011 年７月 27 日 部分公開決定 

１. 町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 １あ～お 

２. 町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 ２か～し 

３.町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 ３す～ほ 

４.町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 ４ま～わ 借地権者 

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
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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から４のうち、権利者(個人)の住所及び氏名、従前の土地の町(大字)、丁目(字)、地番、

地目、権利者の種別、所有権者以外の権利の部分・符号、登記地積又は申告地積、基準
地積又は基準権利地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、権利価額割合(％)、
権利価額(円)、比例権利価額(円)。 
換地の街区番号、町(大字)、丁目(字)、地番、地目、所有権以外の権利の部分・符号、

確定地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、権利価額割合(％)、権利価額(円)、
清算金額、－徴収金額(円)、＋交付金額(円)、減価補償金(円)、相殺後の金額(円)、減歩
率、摘要、共有者名簿の換地処分後の土地、持分、住所、氏名     

：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る。また、当該部分は、人の生命、身体又は健康を保護するため

公開することが必要と認められるものではなく、人の生活を保護するため公益上公開す

べき理由もなく、消費生活その他の市民生活を保護するため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から４のうち、権利者(法人) の住所及び氏名、従前の土地の町(大字)、丁目(字)、地

番、地目、権利者の種別、所有権者以外の権利の部分・符号、登記地積又は申告地積、
基準地積又は基準権利地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、権利価額割
合(％)、権利価額(円)、比例権利価額(円)。 

換地の街区番号、町(大字)、丁目(字)、地番、地目、所有権以外の権利の部分・符号、
確定地積、㎡当り指数(個)、評定指数(個)、評定価額(円)、権利価額割合(％)、権利価額(円)、
清算金額、－徴収金額(円)、＋交付金額(円)、減価補償金(円)、相殺後の金額(円)、減歩
率、摘要、共有者名簿の換地処分後の土地、持分、住所、氏名 

 

2011-50 2011 年７月 14 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年５月１日から平成 23 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。 

2011 年７月 25 日 公開決定 

・平成 23 年５月 1日から平成 23 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） 

 

2011-51 2011 年７月 19 日 ………………………………………………………（市民部防災安全課） 

■町田市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 23 年度契約時の仕様書 

 ○平成 23 年度契約の保険証券および特約書（保険約款不要） 

2011 年７月 28 日 部分公開決定 

・町田市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 23 年度契約時の仕様書 

 ○平成 23 年度契約の保険証券及び特約書 

  証券番号：1131247130、1138438491、1138438512 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

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

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

 

2011-52 2011 年７月 21 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■コストコホールセールジャパン多摩境店に関する 

 「建築工事施工計画報告書」「建築工事施工結果報告書」 

2011 年７月 27 日 部分公開決定 

１、コストコホールセールジャパン多摩境倉庫店に関する建築工事施工計画報告書の写し 

２、コストコホールセールジャパン多摩境倉庫店に関する建築工事施工結果報告書の写し 
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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、特定の個人が識別できる情報であるため。 

・担当者名、担当者の直筆サイン 

  ：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。 

 ・担当者の印影、設計者の印影、検査員の印影 

 

2011-53 2011 年７月 28 日 ………………………………………………………（市民部防災安全課） 

■東北地方太平洋沖地震をうけ、 

 ①平成 23 年 3 月 11 日以降に町田市の地盤の調査・地震対策の見直しがされたか。されたのであ

れば具体的にそれが分かる文書。 

 ②3月 11日以降、町田市の地震に関する地域危険度測定調査は行われたのかどうか分かる文書。 

 ③町田市で起こった地震で死亡または負傷した人の数（平成 13 年～平成 23 年の 10 年間）が分

かる文書。 

2011 年８月 11 日 公開決定 

・平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）による町田市内の被害等の概要 

2011 年 8 月 11 日 不存在決定    

・①平成 23 年 3月 11 日以降に町田市の地盤の調査・地震対策の見直しがされたか。されたので

あれば具体的にそれが分かる文書。 

 ②3 月 11 日以降、町田市の地震に関する地域危険度測定調査は行われたのかどうか分かる文書。 

③町田市で起こった地震で死亡または負傷した人の数（平成 13 年～平成 22 年の 10 年間）が

分かる文書。 

理由：①平成23年 3月 11日以降に町田市の地盤の調査・地震対策の見直しがされていないため。 

   ②3 月 11 日以降、町田市の地震に関する地域危険度測定調査が行われていないため。 

   ③平成13年から平成22年の間に町田市内で地震に起因する負傷者・死亡者がいないため。 

            

2011-54 2011 年８月 11 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 

 11 町都区第 594 号 3 2011 年 7 月 13 日 公文書部分公開決定通知書による「公開文書 東新公

発第 2276 号 昭和 37 年 12 月 13 日 土地区画整理区域決定申請書送付について」に係る「業務

委託」内容を記した図書一式（起案書含む） 

2011 年８月 25 日 不存在決定 

理由：「業務委託」内容を記した図書が保存されていないため。 

 

2011-55 2011 年８月 11 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 

 平成 17 年度～平成 23 年度に係る 

１、業務委託契約書（起案書含む一式）  ２、協定書（起案書含む一式） 

2011 年８月 25 日 公開決定 

・1. 2003年３月27日付起案 
「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の変更について （協議）」 

２. 2008年４月１日付起案  
    「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成20年度実施に関する協定について」 

３. 2010年４月１日付起案 
    「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成22年度実施に関する協定（平成21年度繰越分）
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について」 
４. 2010年４月１日付起案 

    「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成22年度実施に関する協定について」 
５. 2011年４月１日付起案 

   「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成23年度実施に関する協定について」 
 2011 年８月 25 日 部分公開決定 

・1. 2003年４月２日付起案「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の変更

について（報告）」  

２. 2007年３月27日付起案「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の変

更について（協議）」 

３. 2007年３月30日付起案「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の変

更について（報告）」 

４. 2010年３月25日付起案「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の変

更について（協議）」 

５. 2010年３月25日付起案「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の変

更について（承諾）」 

６. 2005年４月１日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成17年度実施に関する

協定について」 

７． 2006年３月10日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成17年度実施に関する

協定の変更について（協議）」 

８. 2006年4月1日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成18年度実施に関する協

定について」 

９. 2007年3月30日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成19年度実施に関する協

定について」 

  10. 2008年４月１日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成20年度実施に関する

協定について（締結報告）」 

 11. 2009年４月１日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成21年度実施に関する

協定について」 

 12. 2009年４月１日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成21年度実施に関する

協定について（締結報告）」 

 13. 2010年4月1日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成22年度実施に関する協

定について【締結報告】」 

 14. 2010年４月１日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成22年度実施に関する

協定（平成21年度繰越分）について【締結報告】」 

 15. 2011年４月１日付起案「町田都市計画忠生土地区画整理事業の平成23年度実施に関する

協定について（締結報告）」 

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って、特定個人が識別できる情報であるため。 

   ・７のうち、「建物等補償決算調書」内“権利者名（個人氏名）”、「立木・工作物補償

決算調書」内“権利者名（個人氏名）”土地損失補償（新規）決算調書」内“権利者

名（個人氏名）”、“地番”、「継続地代補償：決算調書」内“権利者名（個人氏名）”、

“地番”、“地目”、「仮住居費等補償決算調書」内“権利者名（個人氏名）”。 
・８、９のうち、「立木・工作物補償 実施計画調書」内“権利者名（個人氏名）”「継

続地代補償 実施計画調書」内“権利者名（個人氏名）”、“地番”、“地目”。 
：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、公開することにより当該法人の事業運営上の地位その他社

会的地位が著しく損なわれると認められるため。また、「法人の印影」部分は、印鑑偽

造等による不正使用される恐れがあり、印影を公開することによ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から6及び8から15のうち、「法人の印影」。 
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・７のうち、「建物等補償 決算調書」内“権利者名（法人名）”、「立木・工作物補

償 決算調書」内“権利者名（法人名）”、「継続地代補償 ：決算調書」内“権利

者名（法人名）”、“地番”、“地目”。 
・８のうち、「継続地代補償 実施計画調書」内“権利者名（法人名）”、“地番”、

“地目”。 
 

2011-56 2011 年８月 17 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■建築確認第 H21A―JK.m00218－01 号に関し、株式会社Ｊ建築検査センターが町田市に提出した確

認審査報告書その他の一切の資料 

2011 年８月 19 日 部分公開決定 

・①第 H21A―JK.m00218－01 号の確認申請に係る株式会社Ｊ建築検査センターよりの、道路敷地

照会に係る文書および建築計画概要書。 

 ②第 H21A―JK.m00218－01 号の確認申請に係る株式会社Ｊ建築検査センターへの、道路敷地照

会回答書の写し。 

 ③第 H21A―JK.m00218－01 号の確認申請に係る株式会社Ｊ建築検査センター提出の、確認審査

報告書（訂正前）および建築計画概要書 

 ④第 H21A―JK.m00218－01 号の確認申請に係る株式会社Ｊ建築検査センター提出の、確認審査

報告書（訂正後）。 

 ⑤第 H21A―JK.m00218－01 号の確認申請に係る株式会社Ｊ建築検査センター提出の、取下げ・

取止めに関する報告書 

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、特定の個人が識別できる情報であるため。 

・検査員の氏名、担当者の印影 

  ：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 

 

2011-57 2011 年８月 18 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■H19.12.3 建築確認取止めに関する概要書にかかる配置図 No.07022031ERI 町田市○○町、○○

―○○―○ 申請者○○○○建築事務所 No.○○○（市の番号） 

2011 年８月 19 日 公開決定 

・平成 19 年 12 月３日付、No.07022031ERI、建築確認取り止めに係る概要書の配置図。 

 

 

2011-58 2011 年８月 26 日 ……………………………………………………（建設部道路補修課） 

■南地区生活道路舗装補修工事（2011,8,24 開札）金入設計書一式（設計書表紙（実施）、工種別

内訳書（総括表）、工種別内訳書、代価表、諸経費計算書） 

2011 年９月２日 公開決定 

・南地区生活道路舗装補修工事設計書 

 

2011-59 2011 年８月 26 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■工事費内訳書 

 ・ 町田市小山ヶ丘一丁目 2 番地先配水管新設工事 

・ 町田市小野路町 895 番地先配水管布設替工事 

・ 町田市三輪緑山三丁目 19 番地先配水管布設替工事 

2011 年９月２日 公開決定 

  ・町田市小山ヶ丘一丁目 2 番地先配水管新設工事 

町田市小野路町 895 番地先配水管布設替工事 
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町田市三輪緑山三丁目 19 番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-60 2011 年８月 26 日 ………………………………………………………（建設部道路補修課） 

■平成 23 年８月 24 日開札案件 「南地区道路舗装補修工事」に関する代価明細書、工事設計書、

内訳明細書 

2011 年９月２日 公開決定 

 ・南地区生活道路舗装補修工事設計書 

 

2011-61 2011 年８月 29 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市小山ヶ丘一丁目２番地先配水管新設工事積算資料一式 

2009 年９月２日 公開決定 

・町田市小山ヶ丘一丁目２番地先配水管新設工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-62 2011 年８月 30 日 …………………………………………………… （上下水道部給水課） 

■町田市小川一丁目 16 番地配水管布設替工事 

2011 年９月２日 公開決定 

・町田市小川一丁目 16 番地配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-63 2011 年９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．縦覧に供すべき換地計画の諮問図書一式（起案書含む） 

 ２．縦覧に供すべき換地計画の答申書図書一式（起案書含む） 

 ３．１、２に係る審議会議事録一式（起案書含む） 

2011 年９月 15 日 決定延期 

理由：請求された該当文書の内容の精査及び検討に時間を要すため  

2011 年 10 月 31 日 公開決定 

・ 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） 

2011 年 10 月 31 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換地計画について（諮問） 

   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（諮問） 

  ２「平成22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 

３町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆換地明細書 東京都町田市 

４町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書（所有権者 か～しみず） 
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              東京都町田市  ３  Ｐ826～1320 

５町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書（所有権者 しむら～と） 

               東京都町田市  ４  Ｐ1321～1752 

６町田都市計画忠生土地区画整理事業 

  特別の定めをする土地・保留地明細書・地役権明細書  町田市 

理由：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恐れがあり、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。 
・１のうち、「職員個人の印影」 

：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、特定個人が識別されるものであるため。 
・２のうち、「公社職員名」 
・３、６のうち、「所有者の住所及び氏名」、「従前の土地」“所有権の登記の有無”、

“東京都町田市／町丁目（字）・地番・地目・地積（㎡）”、「換地処分後の土地」“街
区番号”、“町田市 ／町丁目（字）・地番・地目・地積（㎡）”、「所有権以外の権
利又は処分の制限で既登記のもの」“種別”、“部分”、“符号”、「記事」 

・４、５のうち、「権利者の住所及び氏名」、「従前の土地」“市又は町／町丁目(字)”、
“地番／地目”、“登記地積（㎡）／基準地積（㎡）”、“所有権以外の権利又は処分
の制限／種別／部分・符号／登記又は申告地積（㎡）／基準権利地積（㎡）”、“権利
価額(円)”、「換地処分後の土地」、“街区番号”、“市又は町／町丁目（字）”、“地
番／地目”、“地積（㎡）”、“所有権以外の権利又は処分の制限／部分・符号／地積
（㎡）”、“権利価額(円)”、“清算金、仮清算金及び清算金精算額／－徴収金額(円)
／＋交付金額(円)／＊供託すべき金額(円)”、「記事」 

・６のうち、「地役権の存していた土地」“所在／地番／地目／地積㎡／所有者住所 氏

名” 
理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人に関する情報であって、公開することにより当該法人の事業運営上の地位その他社

会的地位が著しく損なわれると認められるため。 
  ・３、６のうち、「所有者の住所及び法人名」、「従前の土地」“所有権の登記の有無”、

“東京都町田市／町丁目（字）・地番・地目・地積（㎡）”、「換地処分後の土地」“街
区番号”、“町田市 ／町丁目（字）・地番・地目・地積（㎡）”、「所有権以外の権利
又は処分の制限で既登記のもの」“種別”、“部分”、“符号”、「記事」 

・４、５のうち、「権利者の住所及び氏名」、「従前の土地」“市又は町／町丁目(字)”、
“地番／地目”、“登記地積（㎡）／基準地積（㎡）”、“所有権以外の権利又は処分 
 の 制限／種別／部分・符号／登記又は申告地積（㎡）／基準権利地積（㎡）”、“権 
 利価  額(円)”、「換地処分後の土地」、“街区番号”、“市又は町／町丁目（字）”、
“地番 ／地目”、“地積（㎡）”、“所有権以外の権利又は処分の制限／部分・符号／
 地積（㎡）”、“権利価額(円)”、“清算金、仮清算金及び清算金精算額／－徴収金額(円)
 ／＋交付金額(円) ／＊供託すべき金額(円)”、「記事」 

・６のうち、「地役権の存していた土地」“所在／地番／地目／地積㎡／所有者住所氏名” 
2011 年 10 月 31 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各権利別清算金明細書（所有権者 あ～いしかわ） 
２町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書（所有権者 いしくら～お） 
３町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書（所有権者 な～ま） 
４町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書（所有権者 み～も） 
５町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書 

（所有権者 や～わ・敷地権者・借地権者） 
６町田都市計画忠生土地区画整理事業各筆各権利別清算金明細書（抵当権者）       

  理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当  
     ○１、２、３、４、５、６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

あるため。 
：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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○１、２、３、４、５、６は、法人に関する情報であって、公開することにより当該法人

の事業運営上の地位その他社会的地位が著しく損なわれると認められるため。 

 

2011-64 2011 年９月１日 …………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年６月１日から平成 23 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 

2011 年９月９日 公開決定 

・平成 23 年６月１日から平成 23 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  

    

2011-65 2011 年９月６日 ……………………………………………… （都市づくり部建築指導課） 

■建築の計画の為のボーリングデータ 町田市○○町―○○○○外５筆  

2011年９月７日 部分公開決定 

 ・町田市○○町―○○○○外５筆の建築計画ボーリングデータ  

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、特定個人が識別できるため 

・主任技師名 

 

2011-66 2011 年９月９日 …………………………………………………………  （財務部営繕課） 

■市内の小学校の遊具点検報告書（２０１０年度分又は 新のもの） 

2011 年９月 13 日 部分公開決定 

・小学校遊具等点検調査業務委託（2010 年度報告書） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別されるため 

・「公園施設製品安全管理士」及び「公園施設製品整備技士」の氏名 

 

2011-67 2011 年９月９日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台一丁目４番地先配水管布設管工事の金額入内訳書・明細書 

2011 年９月 13 日 公開決定 

・町田市成瀬台一丁目４番地先配水管布設管工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-68 2011 年９月９日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■昭和 59 年から現在までの町田市みどり委員会の審議内容がわかる議事録等の委員会開催に関す

る文書一式 

2011 年９月 20 日 決定延期 

 理由：請求された当該文書の内容の精査及び検討に時間を要すため 

2011 年 10 月 21 日 部分公開決定 

・ 町田市みどり委員会第１期 第８回、第１０回議事録 

・ 町田市みどり委員会第２期 第１回～第６回、第８回議事録 

・ 町田市みどり委員会第３期 第１回～第３１回議事録 

・ 町田市みどり委員会第４期 第１回～第７回、第９回、１１回、１３回、１４回議事録 

・ 町田市みどり委員会第５期 第１回～第５回、第８回、１１回～１６回議事録および資料 

・ 町田市みどり委員会第６期 第１回、第３回～第７回会議録 

・ 町田市みどり委員会第１期～第６期答申 
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 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、又は識別され得るものであるため 

・住所、氏名、電話番号 

 

2011-69 2011 年９月９日 …………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市緑地保全基金の昭和 60 年度から現在まで各年度の収支及び支出内容が記録された決算報

告書その他の関係文書一式 

2011 年９月 20 日 決定延期 

理由：請求された当該文書の内容の精査及び検討に時間を要すため 

2011 年 10 月 21 日 部分公開決定 

・緑地保全基金出納帳 

  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、特定の個人が識別され、又は識別され得るため 

     ・住所、氏名、電話番号 

 

2011-70 2011 年９月 12 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年７月１日から平成 23 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） 

2011 年９月 14 日 公開決定 

・平成 23 年７月１日から平成 23 年８月 31 日までに確認のおりた｢建築概要書｣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） 

 

2011-71 2011 年９月 14 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市相原町 1273 番地先配水管新設工事 金額入り内訳書・明細書 

2011 年９月 21 日 公開決定 

・町田市相原町 1273 番地先配水管新設工事  

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-72 2011 年９月 15 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市山崎町 1423 番地先配水管新設工事 

 町田市高ヶ坂 1136 番地先配水管布設替及び新設工事 

 町田市相原町 1273 番地先配水管新設工事 

 金額入り内訳書・明細書 

2011 年９月 21 日 公開決定 

・町田市山崎町 1423 番地先配水管新設工事 

 町田市高ヶ坂 1136 番地先配水管布設替及び新設工事 

 町田市相原町 1273 番地先配水管新設工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-73 2011 年９月 15 日 ………………………………………………………（上下水道部給水課） 

■町田市成瀬台４丁目１番地先配水管布設替工事 
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町田市成瀬台１丁目４番地先配水管布設替工事 

 金額入り内訳書・明細書 

2011 年９月 21 日 公開決定 

・町田市成瀬台４丁目１番地先配水管布設替工事 

町田市成瀬台１丁目４番地先配水管布設替工事 

工事設計書 

工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出

表、諸経費算出表、管弁類材料内訳書、給水管類材料費内訳明細書 

代価明細書 

内訳明細書 

 

2011-74 2011 年９月 20 日 ………………………………………………………（建設部道路整備課） 

■町田市道○○○○号線道路改良事業 ○○○○氏事業用地○○○○氏分 

起案書、交渉録、物件補償書、開店公告費と借家人補償額加算がわかる該当部分の補償算定基準 

東京都又は国との協議があればそれがわかる資料  

2011 年９月 30 日 決定延期 

理由：請求された当該文書の内容の精査及び検討に時間を要するため 

2011 年 11 月 18 日 公開決定 

・東京都建設局補償算定要領 補償標準単価表（開店公告費と借家人補償額加算がわかる該当部

分の補償算定基準） 

2011 年 11 月 18 日 部分公開決定 

（物件補償書） 

・平成 21 年度 町田市道○○○○号線及び周辺道路物件調査及び積算委託 

（起案書） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う補償金額の提示について（10 町建整第 655

号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う補償金額の提示について（10 町建整第 654

号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う補償金額の提示について（10 町建整第 653

号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業における公共事業用資産の買取り等の申出証明書

の提出について（10 町建整第 694 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業における公共事業用資産の買取り等の申出証明書

の提出について（10 町建整第 697 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業における公共事業用資産の買取り等の申出証明書

の提出について（10 町建整第 698 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業における公共事業資産の買取等の証明書及び収用

証明の発行について（10 町建整第 1095 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業における公共事業資産の買取等の証明書及び収用

証明の発行について（10 町建整第 1096 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業における公共事業資産の買取等の証明書及び収用

証明の発行について（10 町建整第 1097 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う立退き補償契約について（締結）（10 町建

整契第 71 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う立退き補償契約について（締結）（10 町建

整契第 72 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う立退き補償契約について（締結）（10 町建

整契第 73 号） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う立退き補償契約について（報告 10 町建整
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契第 71 号分） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う立退き補償契約について（報告 10 町建整

契第 72 号分） 

・町田市道○○○○号線及び周辺道路改良事業に伴う立退き補償契約について（報告 10 町建整

契第 73 号分） 

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、又は識別され得るため 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当（２） 

   ○法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

公開することにより、当該法人等又は当該個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 

件名 公開しない部分 公開しない理由

ファイル表題   権利者名 (1)、（2） 

ファイル背表紙   所有者 (1) 

物件調査書（物件位置図） 物件所在地 (1)、（2） 

    物件所有者 (1) 

    土地所有者 (1) 

    敷地（借地）面積 (1) 

    建物概要 構造及び用途 (1) 

 

 

平成２１年度 

町田市道○

○○○号線

及び周辺道

路物件調査

及び積算委

託 

（物件補償

書） 

物件調査書（配置図）   (1) 

    
関係人別損失補償額総括表 氏名 (1)、（2） 

    
    ①建物補償額 (1)、（2） 

    
    ②工作物補償額 (1)、（2） 

    
    ③その他の補償額 (1)、（2） 

    
    計 (1)、（2） 

    
    合計 (1)、（2） 

    
関係人別損失補償額総括表 氏名 (1)、（2） 

    
    ①建物補償額 (1)、（2） 

    
    ②工作物補償額 (1)、（2） 

    
    ③その他の補償額 (1)、（2） 

    
    計 (1)、（2） 

    
    合計 (1)、（2） 
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調査番号４－１       

    
各人別損失補償額総括表 関係人氏名 (1) 

    
    土地所有者 (1) 

    
    補償額 (1) 

    
    建物所有者氏名 (1) 

    
    関係人住所 (1) 

    
    物件所在地 (1) 

    
    補償額の内訳 (1) 

各人別損失補償額総括表 関係人氏名 (1) 

    土地所有者 (1) 

    補償額 (1) 

    建物所有者氏名 (1) 

    関係人住所 (1) 

 

    物件所在地 (1) 

    
    補償額の内訳 (1) 

    
動産移転料算定書 Ⅰ屋内動産（１）住居用家財 (1) 

    
    Ⅰ屋内動産（２）店舗商品、事務用什器等 (1) 

    
    Ⅱ一般動産 (1) 

    
    Ⅲ特殊動産 (1) 

    
    消費税相当額 (1) 

    
    合計 (1) 

    
動産移転料の積算基礎資料   (1) 

    
物件調査書（動産配置図）   (1) 

    
移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(1) 

    
    

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(1) 

    
    

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(1) 

    
    Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (1) 

    
    Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (1) 
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    合計 (1) 

    
移転通知件数の確認書   (1) 

    
移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(1) 

    
    

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(1) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(1) 

        Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (1) 

        Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (1) 

        合計 (1) 

    就業不能補償日数の内訳表   (1) 

    移転雑費補償額の積算基礎資料   (1) 

            

    調査番号４－２       

    各人別損失補償額総括表 関係人氏名 (2) 

        土地所有者氏名 (1) 

        補償額 (2) 

 建物所有者氏名 (1) 

    関係人住所 (2) 

    物件所在地 (2) 

    補償額の内訳 (2) 

各人別損失補償額総括表 関係人氏名 (2) 

 

    土地所有者 (1) 

        補償額 (2) 

        建物所有者氏名 (1) 

        関係人住所 (2) 

        物件所在地 (2) 

        補償額の内訳 (2) 

    工作物の補償内訳 種目 (2) 

        形状寸法 (2) 
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        ①数量 (2) 

        単位 (2) 

        ②単価 (2) 

        補償額 (2) 

        摘要 (2) 

        計 (2) 

        小計 (2) 

        消費税課税対象外額 (2) 

        消費税課税対象額 (2) 

        消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    工作物補償額の積算基礎資料   (2) 

    物件調査書（工作物等配置図）   (2) 

    借家人補償額算定書（店舗等） 駅名・種別 (2) 

        ①建物使用面積 (2) 

        ②移転先補正面積 (2) 

        
③建物の延べ面積１㎡当たり権利金等の

批准額 
(2) 

        
④建物延べ面積１㎡当たり年当たり更新料

の批准額 
(2) 

        
⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金等の批

准額 
(2) 

        
⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃の批准

額 
(2) 

        Ⅰ権利金等の一時金相当額 (2) 

        Ⅱ家賃差相当額 (2) 

 消費税及び地方消費税相当額 (2) 

    合計 (2) 

借家人補償額の積算基礎資料   (2) 

借家人補償額算定書（店舗等） 駅名・種別 (2) 

    ①建物使用面積 (2) 

 

    ②移転先補正面積 (2) 
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③建物の延べ面積１㎡当たり権利金等の

批准額 
(2) 

        
④建物延べ面積１㎡当たり年当たり更新料

の批准額 
(2) 

        
⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金等の批

准額 
(2) 

        
⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃の批准

額 
(2) 

        Ⅰ権利金等の一時金相当額 (2) 

        Ⅱ家賃差相当額 (2) 

        消費税及び地方消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    賃貸借契約変更契約証書   (1)、(2) 

    賃貸借契約書   (1)、(2) 

    移転雑費補償額算定書 
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(2) 

        Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (2) 

        Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    移転雑費補償額算定書 
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(2) 

        Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (2) 

        Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    移転雑費補償額算定書 
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(2) 

        Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (2) 

        Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (2) 
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        合計 (2) 

    就業不能補償日数の内訳表   (2) 

       

調査番号４－３       

各人別損失補償額総括表 関係人氏名 (2) 

    土地所有者氏名 (1) 

    補償額 (2) 

 

    建物所有者氏名 (1) 

        関係人住所 (2) 

        物件所在地 (2) 

        補償額の内訳 (2) 

    各人別損失補償額総括表 関係人氏名 (2) 

        土地所有者氏名 (1) 

        補償額 (2) 

        建物所有者氏名 (1) 

        関係人住所 (2) 

        物件所在地 (2) 

        補償額の内訳 (2) 

    工作物の補償内訳 種目 (2) 

        形状寸法 (2) 

        ①数量 (2) 

        単位 (2) 

        ②単価 (2) 

        補償額 (2) 

        摘要 (2) 

        計 (2) 

        小計 (2) 

        消費税課税対象外額 (2) 
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        消費税課税対象額 (2) 

        消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    物件調査書（工作物等配置図）   (2) 

    借家人補償額算定書（店舗等） 駅名・種別 (2) 

        ①建物使用面積 (2) 

        ②移転先補正面積 (2) 

        
③建物の延べ面積１㎡当たり権利金等の

批准額 
(2) 

        
④建物延べ面積１㎡当たり年当たり更新料

の批准額 
(2) 

 
⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金等の批

准額 
(2) 

    
⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃の批准

額 
(2) 

    Ⅰ権利金等の一時金相当額 (2) 

    Ⅱ家賃差相当額 (2) 

    消費税及び地方消費税相当額 (2) 

 

    合計 (2) 

    借家人補償額の積算基礎資料   (2) 

    借家人補償額算定書（店舗等） 駅名・種別 (2) 

        ①建物使用面積 (2) 

        ②移転先補正面積 (2) 

        
③建物の延べ面積１㎡当たり権利金等の

批准額 
(2) 

        
④建物延べ面積１㎡当たり年当たり更新料

の批准額 
(2) 

        
⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金等の批

准額 
(2) 

        
⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃の批准

額 
(2) 

        Ⅰ権利金等の一時金相当額 (2) 

        Ⅱ家賃差相当額 (2) 

        消費税及び地方消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    賃貸借契約変更契約証書   (1)、(2) 
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    賃貸借契約書     

    移転雑費補償額算定書 
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(2) 

        Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (2) 

        Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    移転雑費補償額算定書 
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（１）移転先の選定に要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（２）法令上の手続きに要する費用 
(2) 

        
Ⅰ移転先選定に要する費用等の移転雑費

補償（３）移転旅費等のその他の費用 
(2) 

        Ⅱ就業不能により通常生ずる損失補償 (2) 

        Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 (2) 

        合計 (2) 

    就業不能補償日数の内訳表   (2) 

    写真   (1)、（2） 

    物件調査書（写真方向図）   (1)、（2） 

起案書   

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う補償金額の提

示について（１０町建整第６５５号） 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う補償金額の提

示について（１０町建整第６５４号） 

(1)、（2） 

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う補償金額の提

示について（１０町建整第６５３号） 

あて先、物件所在地、契約の相手方、立退

き移転補償費、動産移転補償費、移転雑

費補償費、工作物移転補償費、借家人補

償費、補償金提示書の立退き移転補償費

（前払金）、立退き移転補償費（残金）、各

人別損失補償額総括表の関係人氏名・土

地所有者氏名・補償額・建物所有者氏名・

関係人住所・物件所在地・補償額の内訳、

家賃・間代申告書の賃借人氏名、賃家

（間）面積、賃貸年月日、１ヶ月間の家賃

（間代）、現行敷金、賃借人認印、備考、住

所・氏名、賃貸借契約変更契約証書 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業における公共事業用

資産の買取り等の申出証明書の提

出について（１０町建整第６９４号） 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業における公共事業用

資産の買取り等の申出証明書の提

出について（１０町建整第６９７号） 

資産の所有者の住所（居所）又は所在地・

氏名又は名称、買取り等の申出資産の所

在地 

(1)、（2） 
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町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業における公共事業用

資産の買取り等の申出証明書の提

出について（１０町建整第６９８号） 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業における公共事業資

産の買取等の証明書及び収用証明

の発行について（１０町建整第１０９５

号） 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業における公共事業資

産の買取等の証明書及び収用証明

の発行について（１０町建整第１０９６

号） 

(1)、（2） 

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業における公共事業資

産の買取等の証明書及び収用証明

の発行について（１０町建整第１０９７

号） 

あて先、資産の表示の所在地・種類・面積

等・区分、補償金の明細の動産移転補償

費、移転雑費補償費、譲渡者等の住所（居

所）又は所在地、氏名又は名称、資産の所

在地、資産の種類、数量、買取り等の区

分、買取り等の年月日、買取り等の価格 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補償契

約について（締結）（１０町建整契第７

１号） 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補償契

約について（締結）（１０町建整契第７

２号） 

(1)、（2） 

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補償契

約について（締結）（１０町建整契第７

３号） 

あて先、物件所在地、契約の相手方、立退

き補償費、動産移転補償費、移転雑費補

償費、工作物移転補償費、借家人補償

費、立退き補償契約書の補償金、前払金、

残金、住所、氏名、所在地、名称、代表

者、建物の表示の所在・種類・数量・建物

所有者・備考、補償金の内訳の補償金額・

備考・合計 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補償契

約について（報告 １０町建整契第７

１号分） 

  

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補償契

約について（報告 １０町建整契第７

２号分） 

(1)、（2） 

    

町田市道○○○○号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補償契

約について（報告 １０町建整契第７

３号分） 

契約の相手方、立退き補償契約書の補償

金、前払金、残金、住所、氏名、所在地、

名称、代表者、建物の表示の所在・種類・

数量・建物所有者・備考、補償金の内訳の

補償金額・備考・合計 

  

※2011 年 11 月 24 日 異議申立て 

2011 年 11 月 18 日 非公開決定 

・交渉記録 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 
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○個人に関する情報で、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１号に該当 

   ○法人に関する情報であって、公開することにより、当該法人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 

※2011 年 11 月 24 日 異議申立て 

2011 年 11 月 18 日 不存在決定 

 ・東京都又は国との協議があればそれがわかる資料 

 理由：東京都又は国との協議を行っていないため 

 

2011-75 2011 年９月 21 日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課）   

■コストコ多摩境店に関する構造図、意匠図、構造計算書一式（変更含む） 

2011 年 10 月４日 公開決定 

・構造計算書 当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その２の写し 

2011 年 10 月４日 部分公開決定 

・１．構造計算書 当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）その１の写し（No１） 

・２．構造計算書 変更 1回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342－１号）の写し（No3） 

・３．構造図 当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（No４） 

・４．構造図 変更 1回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342－１号）の１写し（No５） 

・５．構造計算書、構造図および意匠図：変更２回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342－

２号）の写し（No６） 

・６．構造計算書、構造図および意匠図：変更３回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342－

３号）の写し（No７） 

・７．意匠図 当初分（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342 号）の写し（No８） 

・８．意匠図 変更１回目（確認番号：平成 13 年度町田市第 2342－１号）の写し（No９） 

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、又は識別され得るため 

・建築構造計算プログラムに関する契約者、講習終了者、計算書作成者の氏名および講習

終了証番号 

建築構造計算プログラムに関する講習担当者の氏名 

建築構造計算プログラム入力者の氏名 

建築構造計算プログラムに関する契約承認取扱者の印影 

建築構造計算プログラムに関する契約者、講習終了者および計算書作成者の印影 

：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 

 

2011-76 2011 年９月 28 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市緑地保全基金条例に関連する規則、細則等の決まり及び条例第 7 条に基づき、これまで市

長が定めた全ての「資金管理に関し必要な事項」 

2011 年 10 月４日 決定延期  

理由：請求された当該文書の内容の精査及び検討に時間を要すため 

2011 年 10 月 21 日 公開決定 

・ 町田市緑地保全基金条例の一部改正起案（平成 11 年 10 月１日一部改正） 

・ 町田市緑地保全基金条例の一部改正起案（平成 14 年４月１日一部改正） 
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2011-77 欠番 

 

2011-78 2011 年 10 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 日許可に至る 

 １．町田市公告番号に係る図書一式（起案含む） 

 ２．縦覧告示文掲示に係る図書一式（起案含む） 

2011 年 10 月 20 日 不存在決定 

 理由：探索した結果、存在しないため 

 

2011-79 2011 年 10 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．○○○町○○○○―○、○○○○―○、○○○○―○、○○○○―○に係る補償台帳（起案

書含む図書一式） 

 ２．１に係る調書（起案含む一式） 

 ３．１に係る依頼（起案含む一式） 

 ４．１に係る承諾書（起案含む一式） 

 ５、１に係る土地補償台帳（起案含む一式） 

2011 年 10 月 20 日 不存在決定 

理由：請求された町名、地番、に係る１から５の図書は、存在しないため 

 
2011-80 2011 年 10 月 11 日 ……………………………………………………（農業委員会事務局） 

■①昭和 40 年３月以前と昭和 45 年４月以降 12 月迄の申請書処理状況簿及び農地法第４条整理票 

（場所、面積、目的、許可年月日、取下等わかるもの） 

②昭和 45 年 12 月以前の農地法第５条整理票 

（場所、面積、目的、許可年月日、取下等わかるもの） 

2011 年 10 月 21 日 決定延期 

理由：当該文書の内容の精査及び検討に時間を要するため 

2011 年 11 月１日 取下げ 

 

2011-81 2011 年 10 月 17 日 …………………………………………………… （建設部道路補修課） 

■町田バスセンター西１号デッキ耐震補強工事 
 工事総括票、工事内訳書、代価表、その他当工事に関する予算書等 

2011 年 10 月 26 日 公開決定 

・町田バスセンター西１号デッキ耐震補強工事設計書 

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、特記仕様書 

 

2011-82 2011 年 10 月 20 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市環境白書（2010 年版、2011 年３月発行）の P60 に記載されている環境パートナーシップ

による谷戸山の保全（都市づくり部公園緑地課）において、町田市三輪区域の緑地を東京都の自

然保護条例に基づく里山保全地域に指定するよう、東京都に要請したとあるが 

①当該東京都に対する要請文書及び関連文書（当該三輪区域の住所等がわかるもの） 

②当該要請に至った経緯がわかる文書 

③当該要請に係る現況がわかる文書 

④当該要請に対する東京都からの返答文、連絡文書 

2011 年 11 月１日 不存在決定 

・②当該要請に至った経緯がわかる文書 

理由：検索の結果存在しないため 

2011 年 11 月１日 公開決定 
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・東京都市建設行政協議会平成 22 年度東京都予算編成に対する要望事項の提出について 

・多摩地域の谷戸の保全に関する調査委託 報告書（東京都） 

 

2011-83 2011 年 10 月 20 日 ……………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■町田市環境白書（2010 年版、2011 年３月発行）の P60 に記載されている環境パートナーシップ

による谷戸山の保全（都市づくり部公園緑地課）において、町田市三輪区域の緑地を東京都の自

然保護条例に基づく里山保全地域に指定するよう、東京都に要請したとあるが 

①当該東京都に対する要請文書及び関連文書（当該三輪区域の住所等がわかるもの） 

④当該要請に対する東京都からの返答文、連絡文書 

 2011 年 11 月 2 日 公開決定 

・①東京都に対する要請文書及び関連文書 

  庁内照会文書 

   平成22（2010）年度東京都予算編成に伴う東京都と議会自由民主党への要望事項について

（照会） 

  平成22年度東京都予算に対する要望調（個票）（都市づくり部から政策経営部あての回答

文書） 

  自民党あて 

   平成22年度東京都予算に対する要望について 

  平成22年度東京都予算に対する要望調（個票）No２ 

  民主党あて 

   平成22年度東京都予算に対する要望について 

   平成22年度東京都予算に対する要望調（個票）No２ 

④当該要請に対する東京都からの返答文・連絡文書 

自民党からの回答 

自民党からの回答文 

平成22年度東京都予算に対する要望（平成21年12月） 

  
2011-84 2011 年 10 月 24 日 …………………………………………………（財務部資産税課） 

■町田市鶴間３丁目分平成 23 年度家屋価格等縦覧帳簿の内、登記情報の一覧表部分 

 2011 年 11 月４日 部分公開決定 

・平成23年度家屋価格等縦覧帳簿 町田市鶴間３丁目分 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第６号に該当 

○地方税法第 22 条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 

 

2011-85 2011 年 10 月 26 日 …………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■町田市○○町○○○○外５筆 まちづくり調整協議会の議事録 

 2011 年 10 月 27 日 公開決定 

・2011年度第４回まちづくり調整協議会議事録要旨 

 

2011-86 2011 年 10 月 28 日 …………………………………………………（財務部契約課） 

■堺 344 号線道路台帳測量業務委託、鶴川 23 号線道路台帳測量業務委託、忠生 135 号外１路線道

路台帳測量業務委託、堺 322 号線道路台帳測量業務委託、忠生 630 号線取付道（苗圃）道路台帳

測量業務委託、山崎保育園新築工事敷地測量業務委託、堺 670 号外２路線道路境界調査測量業務

委託、相原２号市営住宅跡地測量業務委託、忠生 311 号線道路調査測量業務委託、堺 680 号線道

路調査測量業務委託、成瀬弁天橋公園ほか４公園台帳作成業務委託、鶴川 684 号線道路調査測量

業務委託（その４）、忠生 1004 号線道路区域確定測量業務委託、忠生 695 号外２路線道路調査測

量業務委託 

 予定価格、 低制限価格 
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2011 年 11 月 10 日 取下げ 

 

2011-87 2011 年 10 月 28 日 …………………………………………………（建設部道路整備課） 

■堺 344 号線道路台帳測量業務委託、鶴川 23 号線道路台帳測量業務委託、忠生 135 号外１路線道

路台帳測量業務委託、堺 322 号線道路台帳測量業務委託、忠生 630 号線取付道（苗圃）道路台帳

測量業務委託、相原２号市営住宅跡地測量業務委託、堺 680 号線道路調査測量業務委託、鶴川

684 号線道路調査測量業務委託（その４） 

 設計図書 

2011 年 11 月 10 日 取下げ 

 

2011-88 2011 年 10 月 28 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■成瀬弁天橋公園ほか公園台帳作成業務委託 

 設計図書 

2011 年 11 月 10 日 取下げ 

 

2011-89 2011 年 10 月 28 日 ………………………………………………（都市づくり部都市計画課） 

■忠生 695 号外２路線道路調査測量業務委託 

 設計図書 

2011 年 11 月 10 日 取下げ 

 

2011-90 2011 年 10 月 28 日 ………………………………………………(環境資源部環境総務課) 

■忠生 311 号線道路調査測量業務委託、 

 設計図書 

2011 年 11 月 10 日 取下げ 

 

2011-91 2011 年 10 月 28 日 ………………………………………………(建設部道路用地課) 

■堺 670 号外２路線道路境界調査測量業務委託、忠生 1004 号線道路区域確定測量業務委託 

 設計図書 

2011 年 11 月 10 日 取下げ 

 

2011-92 2011 年 11 月２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．土地評価基準 

（１）平成元年８月 17 日施行に係る図書一式（起案含む） 

（２）平成 14 年８月１日施行に係る図書一式（起案含む） 

 ２．土地評価要領 

  （１）土地評価基準改正に係る図書一式（起案含む） 

2011 年 11 月 16 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 12 月 28 日 公開決定 

・1989年8月10日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業土地評価基準の決定（変更）について

（諮問） 

〔町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う ２．土地評価要領（１）土地評価規準改正に係る

図書一式（起案含む）〕 

 2011 年 12 月 28 日 部分公開決定 

・１ 1989年８月17日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

   土地評価基準の決定（変更）について（報告） 

 ２ 2002年７月26日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

   保留地処分予定価格の決定及び土地評価基準について（諮問） 



第１章 情報公開請求の状況 
 

 43

３ 2002年８月２日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

   保留地処分予定価格の決定及び土地評価基準について（答申） 

〔町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価基準（１）H元年８月17日施行に係る図

書一式（起案含む）（２）H14年８月１日施行に係る図書一式（起案含む）〕 

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、特定の個人が識別され、又は識別され得るため 

  ：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、公開することにより当該法人の事業運営上の地位その他社

会的地位が著しく損なわれると認められるため 

 ・２のうち９～95－１街区保留地明細図内保留地以外の地番 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○評価員が一社会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事に

よって、印影偽造等による不正使用される恐れがあることから、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 

・１、３のうち「町田市都市計画忠生土地区画整理評価員個人の印影」 

 

2011-93 2011 年 11 月８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．昭和 40 年８月 24 日事業許可に至る 

   財）東京都新都市建設公社宛 告示通知文書（起案書含む図書一式） 

 ２．平成 15 年度決算図書一式（起案含む）  

2011 年 11 月 22 日 部分公開決定 

・町田市都市計画忠生土地区画整理事業の平成15年度実施協定に係る完了報告書の提出について 

〔２．平成15年度決算図書一式（起案含む）〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○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 11 月 22 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

１．昭和 40 年８月 24 日事業許可に至る 

財）東京都新都市建設公社宛告示通知文書（起案書含む図書一式） 

理由：（財）東京都新都市建設公社宛の告示通知文書が存在しないため 

 

2011-94 2011 年 11 月 11 日 ………………………………………………(都市づくり部建築指導課) 

■平成 23 年９月 1 日から平成 23 年 10 月 31 日までに確認がおりた「建築計画概要書」の２面・３

面 ※指定確認検査機関分も含む※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 11 月 18 日 公開決定 

・平成23年９月１日から平成23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） 

 

2011-95 2011 年 11 月 18 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 日認可の荒無地に係る図書一式（起案含む） 

 １ 定義  ２ 所有者と推移  ３ 地番と推移  ４ 地積と推移 

2011 年 12 月２日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2012 年１月 17 日 部分公開決定 
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・忠生土地区画整理事業 施行者査定関係 

〔１．忠生土地区画整理事業に伴う昭和40年８月24日認可事業計画の荒憮（無）地に係る図書一

式（起案含む）２．所有者と推移３．地番と推移４．地積と推移〕 

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、特定個人が識別できる情報であるため 

   ・「施行者査定地積一覧表」のうち町・字名、地番、地目、登記地積、実測地積、増・減

（△）地積、増・減（△）率、決定地積、所有者氏名（個人氏名）、摘要 

    「実測地積調書（縄縮み）」のうち、番号、土地表示／町丁目（字）、地番・地目、登記

地積、実測地積、決定地積、所有者／住所、氏名（個人）、摘要 

    「実測図」のうち、土地の所在、地番、所有者／住所氏名（個人）、立会年月日、実測

図、求積表／地番・符号・底辺・高さ・倍面積・面積 

    「実測地一覧表」のうち、地番、地積 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○公開し、情報が流通することによって、印影偽造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 

2012 年１月 17 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 日認可事業計画荒憮（無）地に係る図書一式（起

案含む）１．定義 

理由：作成していないため 

 

2011-96 2011 年 11 月 21 日 ………………………………………………(都市づくり部公園緑地課) 

■野津田陸上競技場改修工事及び FC 町田ゼルビア支援について下記に関わる全ての書類（メモも

含む） 

 ＊2010 年 11 月以降現在までの打ち合わせ記録 

  指定管理者との打ち合わせ 

 ＊建築確認申請書 

  仮設メディアセンター 

 ＊入札について 

  仮設メディアセンター 

 ＊野津田公園の指定管理者との協定書、契約書の全て 

2012 年 12 月５日 部分公開決定 

・2011年度業務実施条件の変更について（依頼） 

2011年度業務実施条件の変更について（回答） 

 仮設メディアセンターに関する覚書 

 公園施設設置許可申請書 

公園使用料等減免申請書 

 公園施設設置許可書 

・「野津田公園」基本協定書及び年度協定書「2009年度」 

 町田市都市公園施設の管理に関する基本協定書（野津田公園）の変更について 

 「野津田公園」基本協定書及び年度協定書「2010年度」 

 「野津田公園」基本協定書及び年度協定書「2011年度」 

2011 年 12 月５日 不存在決定 

①建築確認申請書 ａ）改修工事本体 ｂ）仮設メディアセンター 

②入札について   b）仮設メディアセンター 

理由：①a）委託契約の履行期間中であり、引渡しを受けていないため 

    b）「仮設メディアセンターに関する覚書」に基づき指定管理者が施工するため 

   ②「仮設メディアセンターに関する覚書」に基づき指定管理者が施工するため 
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2011-97 2011 年 11 月 21 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課) 

■野津田陸上競技場改修工事及び FC 町田ゼルビア支援について下記に関わる全ての書類（メモも

含む） 

 ＊2010 年 11 月以降現在までの打ち合わせ記録 

  a）庁内 

  b）FC 町田ゼルビアとの打ち合わせ 

  c）J リーグとの打ち合わせ 

2011 年 12 月５日 公開決定 

・ゼルビアに関する打ち合わせ記録（2010年11月～2011年11月21日までの分） 

・ゼルビア、陸上競技場に関する打ち合わせ記録（2010年11月～2011年11月21日までの分） 

・Jリーグに関する打ち合わせ記録（2010年11月～2011年11月21日までの分） 

・ゼルビア・電気自動車に関する打ち合わせ記録（2010年11月～2011年11月21日までの分） 

・陸上競技場に関する打ち合わせ記録（2010年11月～2011年11月21日までの分） 

 

2011-98 2011 年 11 月 21 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課) 

■小野路公園内グランド整備工事について 

 小野路公園内の整備のうち、芝生の整備（TOTOの助成を含む）の詳細が分かるもの 

2011 年 12 月５日 公開決定 

・地域スポーツクラブモデル事業の許可について（2011年１月18日起案） 

 

2011-99 2011 年 11 月 21 日 ………………………………………………………（財務部契約課） 

■野津田陸上競技場改修工事及びFC町田ゼルビア支援について下記に関わる全ての書類（メモも含

む） 
 ＊入札について 

 ａ）改修工事本体 

2011 年 11 月 29 日 決定延期 

理由：野津田陸上競技場工事本体の入札日が 2011 年 12 月２日であり、また、仮契約予定日が決

定期限日（2011 年 12 月５日）と重なっていることから、公開の可否について精査するこ

とに時間を要するため 

2011 年 12 月８日 部分公開決定 

 入札の中止について（町田市立陸上競技場整備工事） 

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る。公

開することによって、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。 

：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

よって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、法人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 

 

公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由

予定価格調書 低制限価格、比較価格 （１） 

低制限価格調書（工事） 

「①設計金額【税込】」から「２３ 低制

限価格比較価格」までの全ての金額、価格、

割合、及び補足情報 

（１） 

一般競争入札参加資格確 担当者の氏名 （２） 
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認申請書 

共同企業体協定書 法人の印影 （３） 

共同企業体協定書第８条

に基づく協定書 
法人の印影 （３） 

委任状 法人の印影 （３） 

法人の印影 （３） 
貸与申請書 

担当者の氏名、携帯電話番号 （２） 

設計図書貸与受領書 担当者の氏名 （２） 

 

2011-100 2011 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平成 15 年度に係る 

 １．調査設計費の契約書図書一式（起案書含む） 

 ２．工事費の契約書図書一式（起案書含む） 

 ３．１と２の内訳 

2011 年 12 月 15 日 不存在決定 

 理由：１、２は保存年限経過し、既に廃棄しているため 

    ３は、請求内容にあたる文書が存在しないため 

 

2011-101 2011 年 12 月１日 ………………………………………………(都市づくり部建築指導課) 

■平成 23 年９月１日から平成 23 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 

2011 年 12 月 12 日 公開決定 

 平成 23 年９月１日から平成 23 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 

 

2011-102 2011年11月21日 ………………………………………………(都市づくり部公園緑地課) 

■１、小野路公園グランド整備工事について 

  芝生の整備のうち、市が整備したものと指定管理者が整備・負担したものの全容がわかるもの。

（図面、計画、入札、契約、物件所有者権等） 

 ２、小野路公園の指定管理者との協定書、契約書の全て 

 ３、町田市と指定管理者の間で交わされた協議の議事録の全て（指定日から今日まで） 

2011 年 12 月５日 部分公開決定 

 ・１公園施設設置許可申請書 

   公園使用料等減免申請書  

   公園施設設置許可書 

   公園施設設置工事完了報告書 

 ・２・３ 

  「小野路公園グループ」基本協定書及び年度協定書「2009 年度」 

  「小野路公園グループ」基本協定書及び年度協定書「2010 年度」 

  「小野路公園グループ」基本協定書及び年度協定書「2011 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、特定個人が識別され又は識別されうるものであるため 

   ・担当者名前 

：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であり、公開し、情報が流通することによって印鑑

偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開すると法人等の財産の保護に著し

い支障が生じると認められるため 

   ・法人の印影 
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2011-103 2011 年 12 月６日 ………………………………………………(学校教育部教育総務課) 

■平成 20 年度、21 年度、22 年度の公立小学校、中学校の学校別上下水道使用量とその金額（生活

用水とプール別であれば別々にお願いします。） 

2011 年 12 月９日 取下げ 

 

2011-104 2011 年 12 月 12 日 …………………………………………………………(議会事務局) 

■昨年度発行した議員アルバムの契約に関する書類全て 

 発行した議員アルバムの配布状況のわかる書類全て 

2011 年 12 月 14 日 不存在決定 

 理由：町田市議会において、議員アルバムは作成をしていないため、当該文書は存在しない。 

 

2011-105 2011年12月21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、基本方針（起案含む一式） 

 ２、換地設計供覧決定に至る図書（起案含む一式） 

 ３、審議会の供覧承認に係る議事録（起案含む一式） 

2011 年 12 月 28 日 決定延期 

 理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2012 年２月 17 日 部分公開決定 

・「平成元年度第２回町田都市計画忠生土地区画整理審議会（協議会）会議録」 

〔忠生土地区画整理事業に伴う １．基本方針 ２．換地設計供覧決定に至る図書（起算書含む

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、特定個人が識別できる情報であるため 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人に関する情報であって、公開することにより当該法人の事業運営上の地位その他社

会的地位が著しく損なわれると認められるため 

    ・「２．法 95 条で考慮する宅地設計」及び「３．法 95 条以外で考慮する宅地設計」の内

「対象地」「所有者」「換地設計の概要」の中にある「個人氏名」「法人名」 

     ・平成元年度第２回町田都市計画忠生土地区画整理審議会（協議会）会議録の中にある「忠

生土地区画整理審議会 発言委員氏名」「個人氏名・住所」「法人名・住所」 

2012 年２月 17 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う ３．審議会の供覧承認に係る議事録（起案含む一式） 

理由：審議会が開催されていないため 

 

2011-106 2011年12月21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 

 １．８－１街区に係る整地並びに盛土工事契約図書一式（起案書含む） 

 ２．８－１街区遺跡発掘に係る整地並びに盛土工事契約書一式（起案書含む） 

 ３．１と２の設計図書一式（起案含む） 

2011 年 12 月 28 日 決定延期 

 理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2012 年２月 17 日 不存在決定 

理由：文書保存年限を経過し、存否を含め確認できないため 

 

2011-107 2011年12月21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審議会並びに協議会議事録（起案含む一式） 

 １．昭和 40 年度分  ２．昭和 60 年度分  ３．昭和 62 年度 12 月以降 
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 ４．昭和 63 年度 11 月以降  ５．平成元年度１月以降（平成２年） 

 ６．昭和 52 年度  ７．昭和 55 年度～58 年度 

2011 年 12 月 28 日 決定延期 

 理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2012 年２月 17 日 部分公開決定 

１．昭和 40 年度分 

・１－１第１回町田都市計画忠生土地区画整理審議会録（昭和41年１月28日） 

・１－２第２回町田都市計画忠生土地区画整理審議会録（昭和41年２月10日） 

７．昭和55年度～58年度のうち昭和56年度から58年度分 

・７－１昭和56年度第１回協議会（昭和57年１月25日） 

・７－２昭和57年度第１回協議会（昭和57年４月27日） 

・７－３昭和57年度第２回協議会（昭和58年３月３日） 

・７－４昭和58年度第１回忠生土地区画整理審議会（協議会）議事について（報告）（昭和58年

６月２日） 

・７－５昭和58年度第２回忠生土地区画整理審議会（協議会）議事について（報告）（昭和59年

１月24日） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別できる情報であるため 

   ・１－１、１－２の内「忠生土地区画整理審議会」発言委員氏名及び７－１～７－５の内

「忠生土地区画整理協議会」発言委員氏名 

：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、特定個人が識別できる情報であるため 

 ・１－１、１－２の内、「忠生土地区画整理審議会員の印影」 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   ○審議会委員及び市職員個人が一社会人としても使用している印鑑の印影であり、公開し

情報が流通する事によって印影偽造等による不正使用される恐れがあることから、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るため 

   ・１－１、１－２の内、「忠生土地区画整理審議会員の印影」及び「市職員の個人の印影」 

2012 年２月 17 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う審議会並びに協議会議事録（起案含む一式） 

 ２．昭和 60 年度分 

 ３．昭和 62 年度 12 月以降 

 ４．昭和 63 年度 11 月以降 

 ５．平成元年度１月以降（平成２年） 

 ６．昭和 52 年度 

 ７．昭和 55 年度～58 年度のうち、昭和 55 年度 

理由：審議会、協議会が開催されていないため 

 

2011-108 2011 年 12 月 21 日 ………………………………………………（学校教育部施設課） 

■町田南中学校、小川小学校、南第一小学校、南第二小学校、南第四小学校、南成瀬小学校、高ヶ

坂小学校、南成瀬中学校 

 上記に係わるボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査位置図」 

 2011 年 12 月 27 日 決定延期 

 理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

 2012 年２月１日 公開決定 

  公文書の件名 

Ⅰ 小川小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 （仮称）奈良谷戸小学校他１校校舎新築に伴う地質調査委託（蜂谷戸小学校） 

2 町田市立成瀬台小学校他２校増改築工事に伴う地質調査委託（小川小学校） 
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3 町田市小川小学校他２校増築に伴う地質調査委託 

4 町田市立小川小学校併設体育館地質調査 

5 町田市立小川小学校プール新設に伴う地質調査 

6 小川小学校校庭整備に伴う地質調査委託 

7 町田市立小川小学校給食室新築に伴う地質調査委託 

Ⅱ 南第一小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立南第一小学校敷地地質調査 

2 町田市立南第一小学校増改築工事地質調査 

3 町田市立南第一小学校新築敷地地質調査 

4 町田市立南第一小学校増改築工事に伴う地質調査委託 

Ⅲ 南第二小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立南第二小学校移転工事に伴う地質調査委託 

Ⅳ 南第四小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立南第四小学校増築工事地質調査 

2 町田市立南第四小学校第五期増築工事に伴う地質調査委託 

Ⅴ 南成瀬小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立南成瀬小学校校舎建設に伴う地質調査委託 

Ⅵ 高ヶ坂小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 （仮称）町田市立高ヶ坂小学校新築工事に伴う地質調査委託 

2 町田市立小山小学校他１校プール築造に伴う地質調査委託（高ヶ坂小学校） 

Ⅶ 南中学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立南中学校校舎敷地地盤調査 

2 町田市立南中学校増築に伴う地質調査 

3 町田市立本町田中学校他２校増築工事に伴う地質調査委託（南中学校４期工事） 

4 南中学校体育館プール改築に伴う地質調査委託 

Ⅷ 南成瀬中学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 （仮称）南成瀬中学校新設に伴う地質調査委託 

Ⅸ 南第一小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」 

1 町田市立南第一小学校敷地地質調査 

Ⅹ 南中学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」 

  町田市立本町田中学校他 2校増築工事に伴う地質調査委託（南中学校 4期工事） 

 

2012 年２月１日 部分公開決定 

  公 文 書 の 件 名 公開しない部分 

Ⅰ 小川小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」   

1 

  

（仮称）奈良谷戸小学校他１校校舎新築に伴う地質調査委託 

（蜂谷戸小学校）  

作業担当者の氏名 

調査主任者の氏名 

2 

  

町田市立成瀬台小学校他２校増改築工事に伴う地質調査委託 

（小川小学校） 

担当者の氏名 

  

3 町田市小川小学校他２校増築に伴う地質調査委託 調査員の氏名 

4 町田市立小川小学校併設体育館地質調査 調査員の氏名 

5 町田市立小川小学校プール新設に伴う地質調査 調査員の氏名 

6 小川小学校校庭整備に伴う地質調査委託 調査担当者の氏名 

7 

  

町田市立小川小学校給食室新築に伴う地質調査委託 

  

作業担当者の氏名 

調査主任者の氏名 

Ⅱ 南第一小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」   

1 町田市立南第一小学校増改築工事地質調査 担当者の氏名 
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2 町田市立南第一小学校新築敷地地質調査 調査員の氏名 

3 

  

町田市立南第一小学校増改築工事に伴う地質調査  

  

実施者の氏名 

責任者の氏名 

Ⅲ 南第二小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」   

1 町田市立南第二小学校移転工事に伴う地質調査委託 調査担当者の氏名 

Ⅳ 南第四小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」    

1 町田市立南第四小学校増築工事地質調査 調査員の氏名 

2 町田市立南第四小学校第五期増築工事に伴う地質調査委託 調査担当者の氏名 

Ⅴ 南成瀬小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリリング柱状図」   

1 

  

町田市立南成瀬小学校校舎建設に伴う地質調査委託 

  

現場責任者の氏名 

ボーリング担当者の氏名

Ⅵ 高ヶ坂小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」    

1 （仮称）町田市立高ヶ坂小学校新築工事に伴う地質調査委託 現場技術者の氏名 

2 

  

町田市市立小山小学校他１校プール築造に伴う地質調査委託 

 (高ヶ坂小学校） 

調査員の氏名 

  

Ⅶ 南中学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」   

1 町田市立南中学校校舎敷地地盤調査 担当者の氏名 

2 町田市立南中学校増築に伴う地質調査 調査員の氏名 

3 南中学校体育館プール改築に伴う地質調査委託 技術者の氏名 

Ⅷ 南成瀬中学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」   

1 （仮称）南成瀬中学校新設に伴う地質調査委託 調査担当者の氏名 

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。 

 

2011-109 2011 年 12 月 21 日 …………………………………………………………（財務部営繕課） 

■南市民センター、金森保育所、市立総合体育館 

 上記に係わるボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査位置図」 

2011 年 12 月 27 日 部分公開決定 

Ⅰ（仮称）南市民センター地質調査委託 報告書 

 ・調査ボーリング位置図     ・土質柱状断面図 

Ⅱ 金森保育園改築に伴う地盤調査委託 報告書 

 ・調査位置平面図        ・ボーリング柱状図 

Ⅲ 町田市立総合体育館用地地質調査委託 報告書 

 ・現場調査データ（土質柱状図） ・調査位置図 

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。 

・調査会社の「主任技術者」「主任技師」「現場責任者」「現場代理人」及び「試錐担当者」

「ボーリング責任者」並びに「調査員」欄に記入されている個人の氏名 

 

2011-110 2011 年 12 月 26 日 ……………………………………………………………（監査事務局） 

■過去五年間の町田市の決算に関する監査委員の審査結果報告、監査委員の意見、市議会の審議等

が記録された決算に関する文書において、「町田市緑地保全基金」に関する部分が記載された文

書一式 

2012 年１月６日 非公開決定 

・町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び町田市各基金の運用状況審査意見書 
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理由：町田市情報公開条例第１３条第２項に該当 

○２００７年度から２０１１年度の町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び町田市各

基金の運用状況審査意見書は、図書館、市政情報課（やまびこ）で閲覧及び複写が可能

であるため。 

 

2011-111 2011 年 12 月 26 日 ……………………………………………………………（議会事務局） 

■過去五年間の町田市の決算に関する監査委員の審査結果報告、監査委員の意見、市議会の審議等

が記録された決算に関する文書において、「町田市緑地保全基金」に関する部分が記載された文

書一式 

2012 年１月５日 非公開決定 

・決算特別委員会記録 

理由：町田市情報公開条例第１３条第２項に該当 

○２００７年度から２０１１年度の決算特別委員会記録は、市政情報課（やまびこ）で閲

覧及び複写が可能であるため。 

 

2011-112 2012 年１月 13 日 ………………………………………………（総務部市政情報課） 

■平成 23 年度における町田市を契約者とする自動車保険証券の写し（含む明細書、除く自賠責保

険）除く全国市長会共済 （入札の場合）上記契約の仕様書写し 

2012 年１月 26 日 不存在決定 

理由：2011 年度の自動車保険（自賠責保険を除く）は、すべて「社団法人全国市有物件災害共済

会」との契約のため 

 

2011-113 2012 年１月 13 日 ………………………………………………（学校教育部教育総務課） 

■平成 23 年度における町田市を契約者とする自動車保険証券の写し（含む明細書、除く自賠責保

険）除く全国市長会共済 （入札の場合）上記契約の仕様書写し 

2012 年１月 26 日 不存在決定 

理由：2011 年度の自動車保険（自賠責保険を除く）は、すべて「社団法人全国市有物件災害共済

会」との契約のため 

 

2011-114 2012 年１月 25 日 ………………………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■日向根トンネルの施工に係わる 設計図書一式 契約図書一式（起案書を含む） 竣工図 

2012 年２月８日 公開決定 

１．忠生土地区画整理地区内都市計画道路 3･4･39 築造その 5-2 工事 竣工図 

２．平成５年度 忠生土地区画整理地区内都市計画道路 3･4･39 築造その 7並びに区画道路築造

第 30 号工事 竣功図  

 〔日向根トンネルの施工に係わる 竣工図〕 

2012 年２月８日 不存在決定 

・日向根トンネルの施工に係わる 設計図書一式 契約図書一式（起案書を含む） 

理由：調査内容にあたる文書が、存在しないため 

     

2011-115 2012 年１月 26 日 ………………………………………………（学校教育部施設課） 

■町田第二中学校、町田第六小学校、町田第二小学校 

 上記に係わるボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査位置図」 

2012 年２月１日 公開決定 

  公文書の件名 

Ⅰ 町田第二小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田第２小学校新築敷地地質調査 

2 町田市立町田第二小学校新築敷地地盤調査 

3 町田市立町田第二小学校増築工事に伴う地質調査委託 
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4 町田市立町田第２小学校体育館新築工事地質調査 

5 町田市立町田第２小学校プール予定地地質調査 

Ⅱ 町田第二中学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立第２中学校体育館新築敷地地盤調査 

2 町田市立町田第二中学校校舎改築敷地地質調査 

3 町田第２中学校敷地地質調査 

4 町田第二中学校他１校地質調査委託（町田第二中学校） 

5 町田市立町田第二中学校校地拡張造成に伴う地質調査委託 

6 町田市立町田第二中学校用地拡張に伴う地質調査委託 

Ⅲ 町田第六小学校に関わるボーリング調査結果のうち「調査位置図」 

1 町田市立町田第六小学校増築及び屋内運動場敷地地質調査 

Ⅲ 町田第二小学校に関わるボーリング調査結果のうち「柱状図」 

1 町田第２小学校新築敷地地質調査 

2 町田市立町田第二小学校新築敷地地盤調査 

3 町田市立町田第２小学校プール予定地地質調査 

 

2012 年２月１日 部分公開決定 

 公 文 書 の 件 名 公開しない部分 

Ⅰ 町田第二小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」 

1 町田市立町田第二小学校増築工事に伴う地質調査委託 調査担当者の氏名 

2 町田市立町田第二小学校体育館新築工事地質調査 調査員の氏名 

Ⅱ 町田第二中学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」 

1 町田市立第２中学校体育館新築敷地地盤調査 調査担当者の氏名 

2 町田市立町田第二中学校校舎改築敷地地質調査 調査員の氏名 

3 町田第２中学校敷地地質調査 担当者の氏名 

4 町田第二中学校他1校地質調査委託（町田第二中学校） 調査員の氏名 

5 町田市立町田第二中学校校地拡張造成に伴う地質調査委託 調査技術員の氏名 

6 町田市立町田第二中学校用地拡張に伴う地質調査委託 担当者の氏名 

Ⅲ 町田第六小学校に関わるボーリング調査結果のうち「ボーリング柱状図」 

1 町田市立町田第六小学校増築及び屋内運動場敷地地質調査 調査員の氏名 

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 

 

2011-116 2012 年１月 26 日 …………………………………（文化スポーツ振興部国際版画美術館） 

■町田市立国際版画美術館 

上記に係わるボーリング調査結果のうち「柱状図」及び「調査位置図」 

2012 年２月２日 部分公開決定 

 １．国際版画美術館建設敷地地質調査委託  ･調査位置図 ･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 

・調査会社の「責任者」「実施者」欄に記入されている個人の氏名 

 

2011-117 2012 年１月 31 日 ………………………………………………（建設部道路補修課） 

■案件番号 2011-00157 土木応急修繕請負単価契約  内訳書、単価表 

 2012 年２月 14 日 取下げ 

 

2011-118 2012 年２月３日 ………………………………………………（建設部道路補修課） 

■町田～古淵区間の 近行っていた道路補修工事について 
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一、補修工事を行うにあたっての計画書  

二、補修工事を依頼した委託先を選んだ理由がわかる文書 

三、補修工事における費用町田街道、が具体的にわかる文書 

四、補修工事後に行った点検や補修内容がわかる文書 

五、補修工事後の道路に対して市民からの意見がわかる文書 

2012 年２月８日 取下げ 

 

2011-119 2012 年２月 13 日 ………………………………………………（建設部道路管理課） 

■３．○○町○○○○－○（申請者○○○○）の宅内雨水を下水道接続に関する自費工事に関する

申請書類及び図面一式 

４．上記申請（項目番号３）に関する起案書及び審査基準 

５．上記申請（項目番号３、４）に関する申請者宛てに発行された可否に関する決定書及び付属

資料一式 

６．上記申請（項目番号３、４、５）に関し、町田市へ移管するための申請関連書類、工事写真

報告書 

７．上記申請（項目番号３、４、５、６）に関し、移管手続きに関する起案書 

８．移管に関して、申請者宛てに発行された通知書一式 

2012 年２月 27 日 部分公開決定 

・自費工事施工申請書 

 自費工事竣工届及び引継検査願 

 自費工事検査報告書（工事写真を含む） 

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、特定個人が識別され又は識別され得るため 

・申請者の氏名、住所、印影 ・担当者の氏名、連絡先 

2012 年２月 27 日 非公開決定 

４．上記申請（項目番号３）に関する審査基準 

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。 

2012 年２月 27 日 不存在決定 

５．上記申請（項目番号３、４）に関する申請者宛てに発行された可否に関する決定書及び付属

資料一式 

７．上記申請（項目番号３、４、５、６）に関し、移管手続きに関する起案書 

８．移管に関して、申請者宛てに発行された通知書一式 

理由：○５、８ 申請者宛てに発行された通知書の控えはとっていないため、当該文書は保有し

ていません。 

   ○７ 申請者によって提出された自費工事竣工届及び引継検査願をもって移管するため

存在していません。 

 

2011-120 2012 年２月 13 日 ………………………………………………（上下水道部業務課） 

■１．宅内雨水処理に関する基準及び内規 

２．上記に関して申請が必要な場合の審査基準 

2012 年２月 21 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 

・町田市排水設備指針 

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。（雨水処理に関する基準等は、

「町田市下水道関係例規集・町田市排水設備指針」に掲載されており、図書館・市政情

報課で閲覧・複写、及び市政情報課で購入可能であるため） 
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2011-121 欠番 

 

2011-122 2012 年２月 21 日 ………………………………………………（政策経営部新庁舎建設課） 

■市情報公開・個人情報保護審査会 2002 年度第 13 号事件答申（2004 年３月 18 日付け）に関する

次の文書 

 ①同答申の収受文書  ②決定書の起案文書  ③当該新たに公開された「応募者作文」 

                                   ＜新庁舎建設課＞ 

2012 年３月２日 公開決定 

・「町田市庁舎問題検討委員会公募市民委員選考に係る応募者作文」（町田市情報公開・個人情報

保護審査会 2002 年度第 13 号事件答申（2004 年３月 18 日付け）を踏まえ、応募者の氏名・印

影・住所・年齢・職業・性別・電話番号・ＦＡＸ番号・収受番号のほか、応募者の居住地を特

定できる部分及び経歴などの記載から応募者を識別できる部分を除き公開することを決定し

たもの） 

2012 年３月２日 部分公開決定 

①町田市情報公開・個人情報保護審査会 2002 年度第 13 号事件答申 

②「町田市庁舎問題検討委員会公募市民委員選考に係る応募者作文（全部）」の公文書非公開決

定処分に係る異議申立てについての決定書の起案文書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るため 

・異議申立人の氏名・住所 

 

2011-123 2012 年２月 21 日 …………………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■2010 年度以降に実施された附属機関市民委員公募のさいに応募者から取得した論文等（小論文・

作文）で選考用のもの 

2012 年３月６日 部分公開決定 

・第５期高齢社会総合計画審議会に係る市民委員の選考について（依頼） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・参加者番号 10、20、40、60、70、90 の論文のうち、経歴、年齢などの記載から応募者

を識別できる部分 

 

2011-124 2012 年２月 21 日 ……………………………………………（都市づくり部都市計画課） 

■2010 年度以降に実施された附属機関市民委員公募のさいに応募者から取得した論文等（小論文・

作文）で選考用のもの 

2012 年３月２日 非公開決定 

・町田市都市計画審議会市民委員応募論文 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

○町田市都市計画審議会市民委員については、応募者から論文を提出していただき、現在、

選考中である。この論文を公開することにより、市民委員の選考にあたって公正かつ適

正な意思決定に著しい支障が生じると認められるため。 

 

2011-125 2012 年２月 21 日 …………………………………（都市づくり部まちづくり推進課） 

■2010 年度以降に実施された附属機関市民委員公募のさいに応募者から取得した論文等（小論文・

作文）で選考用のもの 

2012 年３月６日 公開決定 

・町田市景観審議会に係る市民委員選考に関する応募論文の採点について（依頼） 

2012 年３月６日 部分公開決定 

・町田市街づくり審査会に係る市民委員応募論文の採点について（依頼）  
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理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るため 

・①応募者の居住地を特定できる部分 

②経歴などの記載から応募者を識別できる部分 

論文のうち、№１、№７は①  №11 は①及び②  №12 は② 

 

2011-126 2012 年２月 23 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．土地評価基準に係る 

１）平成 18 年９月 28 日改定と施行（起案書含む図書一式） 

   ２）平成 18 年 12 月 27 日改定と施行（起案書含む図書一式） 

   ３）平成 22 年８月 24 日改定と施行（起案書含む図書一式） 

 ２．土地評価要領に係る 

   １の１）２）３）に伴う（起案書含む図書一式） 

2012 年３月８日 公開決定 

・2007 年１月５日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業土地評価基準について（改正） 

  〔忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価基準に係る ２）平成 18 年 12 月 27 日改定と施

行（起案書含む図書一式）〕 

2012 年３月８日 部分公開決定 

・１）－ａ 2006 年９月 25 日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業保留地処分予定価格の

決定及び土地評価基準について（諮問） 

・１）－ｂ 2006 年９月 28 日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業保留地処分予定価格の

決定及び土地評価基準について（答申） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価基準に係る １）平成 18 年９月 28 日改定と施行（起

案書含む図書一式）〕 

1・２）－ａ 2006年12月25日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業土地評価基準について、

土地等の指数及び権利価格割合について、指数一個の価格について外 （諮問） 

・２）－ｂ 2006年12月27日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業土地評価基準について、

土地等の指数及び権利価格割合について、指数一個の価格について外 （答申） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価基準に係る ２）平成 18 年 12 月 27 日改定と施行（起

案書含む図書一式）〕 

・３）－ａ 2010 年８月 16 日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業における法第 65 条第３

項に基づく諮問について 

・３）－ｂ 2010 年８月 24 日起案 町田都市計画忠生土地区画整理事業土地評価基準の改定に

ついて 

 〔忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価基準に係る ３）平成 22 年８月 24 日改定と施行

（起案書含む図書一式）〕 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報であって、特定個人が識別できる情報であるため 

・１）－ａのうち、「17～111 街区保留地明細図」内保留地以外の“地番” 

・２）－ａのうち、「施行前後の土地及び借地権等の存する部分の土地の指数」内の“街

区”“大字名”“地番１”“地番２”“登記地積”“基準地積２”“前㎡指数”“評価指数”“権

利指数”“町丁目”“新地番”“換地地積”“後㎡指数”“評価指数”“清算指数”“清算金

額”“氏名（所有者）”“共有” 

・２）－ａのうち、「忠生地区 固定資産税評価額」内の“大字名”“地番１”“地番２”“地

番４”“地目名”“登記地積”“基準地積”“基準地積２”“固定資産税評価額”“固定資産

税課税標準価額”“備考”“換地地積”“単価”“換地地目”“現況 地目”“氏名（所有権）”

“街区”“按分区域” 

・３）－ａのうち、「忠生整理前後平方メートル当り指数図」内の“地番”“指数” 
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：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、公開することにより当該法人又は事業運営上の地位その他

社会的地位が著しく損なわれると認められるため。 

・１）－ａのうち、「17～111 街区保留地明細図」内保留地以外の“地番” 

・２）－ａのうち、「施行前後の土地及び借地権等の存する部分の土地の指数」内の“街

区”“大字名”“地番１”“地番２”“登記地積”“基準地積２”“前㎡指数”“評価指数”“権

利指数”“町丁目”“新地番”“換地地積”“後㎡指数”“評価指数”“清算指数”“清算金

額”“氏名（所有者）”“共有” 

・２）－ａのうち、「忠生地区 固定資産税評価額」内の“大字名”“地番１”“地番２”“地

番４”“地目名”“登記地積”“基準地積”“基準地積２”“固定資産税評価額”“固定資産

税課税標準価額”“備考”“換地地積”“単価”“換地地目”“現況 地目”“氏名（所有権）”

“街区”“按分区域” 

・３）－ａのうち、「忠生整理前後平方メートル当り指数図」内の“地番”“指数” 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○個人の「印影」部分は、評価員個人が一社会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事によって、印影偽造等による不正使用が行われる恐れがあるこ

とから、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。 

・１）－ｂのうち、「町田都市計画忠生土地区画整理評価員個人の印影」 

・２）－ｂのうち、「町田都市計画忠生土地区画整理評価員個人の印影」 

・３）－ｂのうち、「町田都市計画忠生土地区画整理評価員個人の印影」 

2012 年３月８日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

２）土地評価要領に係る 

１の１）、２）、３）に伴う（起案書含む図書一式） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う１．土地評価基準に係る１）平成 18 年９月 28 日改定と施行（起

案書含む図書一式）２）平成 18 年 12 月 27 日改定と施行（起案書含む図書一式）３）平成 22

年８月 24 日改定と施行（起案書含む図書一式） ２）土地評価要領に係る１の１）、２）、３）

に伴う（起案書含む図書一式）〕 

理由：土地評価要領を変更していないため。 

 

2011-127 2012 年３月１日 ………………………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■平成 23 年 12 月１日から平成 24 年２月 29 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 

2012 年３月９日 部分公開決定 

・平成 23 年 12 月１日から平成 24 年２月 29 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 

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。 

・建築主の氏名 

 

2011-128 2012 年３月 12 日 ………………………………………………（環境資源部環境総務課） 

■町田市が○○町○○○○番地許可した、一般廃棄物処理に係わる許可証および付随文書。 

また、上記に係わる許可業社に対する指導履歴および指導文書。 

上記に係わる近隣住民との交渉記録及び文書。 

許可日 2010 年６月３日 ○○ ○○ 2012 年３月 31 日まで 

    2011 年７月８日 ㈱○○○○ 2012 年３月 31 日まで 

2012 年３月 26 日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2012 年３月 28 日 公開決定 
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・㈱○○○○との交渉内容記録 

・2011 年６月 16 日付「町田市より○○○○に対し改善策について（通知）」 

・2012 年２月 16 日付「町田市、㈱○○○○との確認書取り交わしについて」 

2012 年３月 28 日 部分公開決定 

①2010 年６月３日 ○○○○一般廃棄物処理業許可 

 2011 年７月７日廃止分 

②2011 年７月８日 ○○○○一般廃棄物処理業許可 

③2011 年６月 30 日付「改善計画書」 

④近隣住民からの申立及び直接交渉内容 

⑤㈱○○○○現地確認状況綴 

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うるものであるため。 
・①のうち、個人の氏名、個人の電話番号、性別、生年月日、本籍、現住所、学歴、個人

の顔写真、個人の住所、異動日、届出日、筆頭者、住民となった年月日、前住所 
②のうち、個人の住所、本籍、生年月日、国籍、性別、登録証明書番号、在留の資格、
在留期間、居住地、世帯主の氏名、世帯主との続柄、学歴、職歴、個人の電話番号、個
人の顔写真 
④のうち、個人の氏名、個人の印影 
⑤のうち、個人の氏名、個人の住所、個人の電話番号、個人の住所に関する記述 

：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 

・①②③のうち、法人の印影 

○事業主が職務上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、印影を公開すると事業主の財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため。 

・①②③のうち、事業者としての個人の印影 
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３ 年度・実施機関別情報公開請求の件数（2002 年度以降） 
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年度

年 度 別  情 報 公 開 請 求 件 数

 

実施機関
　　年度
 種別

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 計

請　求 31(4) 48(4) 66(2) 74(5) 77(8) 75(6) 105(5) 95(7) 255(8) 115(12) 941(61)

不服申立て 1 2   1 6 21 22 11 2 66 

請　求 30 8 6 5(1) 7(1) 12(1)  2 24 6(1) 100(4)

不服申立て 9(9)          9(9)

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求     2     1 3 

不服申立て           0 

請　求     4 6 1  1 1(1) 13(1)

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求        3 2 1 6 

不服申立て           0 

請　求 1  1 1 3 2  1 1 2 12 

不服申立て           0 

請　求 62(4) 56(4) 73(2) 80(6) 93(9) 95(7) 106(5) 101(7) 283(8) 126(14) 1075(66)

不服申立て 10(9) 2 0 0 1 6 21 22 11 2 75(9)
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