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第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

１ ２０１１年度の経過 
２０１１年度の請求の特徴としては、住民票写し等交付請求書や印鑑登録証明書交付申請書、

「忠生土地区画整理事業」に関する開示請求が数多く行われました。 

１年間の請求件数は４５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年度実施機関別個人情報開示等請求件数 

実 施 機 関 主 管 部 課 件 数 小 計

政 策 経 営 部 広 聴 課 ３ 

総 務 部 市 政 情 報 課 １ 

財 務 部 市 民 税 課 １ 

市 民 課
１７ 

（内取下げ１） 市 民 部

なるせ駅前市民ｾﾝﾀｰ １ 

地 域 福 祉 部 生 活 援 護 課 ５ 

い き い き 健 康 部 保 健 対 策 課 １ 

建 設 部 道 路 用 地 課 １ 

市 長 

都 市 づ く り 部 区 画 整 理 課 １５ 

 

 

 

 

４５ 

（内取下げ１）

教 育 委 員 会   ０ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会   ０ ０ 

監 査 委 員   ０ ０ 

農 業 委 員 会   ０ ０ 

固定資産評価審査委員会   ０ ０ 

病 院 事 業 管 理 者   ０ ０ 

議 会   ０ ０ 

合 計 
 ４５ 

（内取下げ１） 

４５ 

（内取下げ１）

 

※開示等とは開示、訂正、消去等または利用等の中止をいいます。２０１１年度は、開示請求４５件でした。 
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（２）請求者区分別請求件数 

請求者区分 市内に住所を有する個人 市外に住所を有する個人 合計 

請求者数 ２６人 ２人 ２８人 

請求件数 ４３件 ２件 ４５件 

※１人当たりの請求件数約１．６件、１人最大請求件数１４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 

開示等 部分開示等 非開示等 不存在 
存否応答 

拒否 

合計 

２０件 １９件 ０件 ２３件 ０件 ６２件 

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

 

 

 

（４）非開示(部分開示を含む)情報の事項別内訳 

         非  開  示  事  項    
１号 
法令秘
情報 

２号 
評価等
情報 

３号 
第三者
情報 

４号 
法人 
情報 

５号 
意思決定
過程情報

６号 
行政執
行情報

７号 
本人不利
益情報 

８号 
公益 
情報 

合計 

０件 ３件 １８件 ９件 ０件 ５件 ０件 ０件 ３５件

※１件の非開示(部分開示)決定に複数の事項が該当する場合があります。 

 

 

 

 
 

非開示情報 

個人情報保護制度では、実施機関の保有している自己に関する個人情報はすべて

本人開示が原則となりますが、個人情報保護条例第２１条第１項では、その例外と

して、開示しないことができる個人情報の範囲を次の８項目と定めています。 

１号 法令秘情報 → 法令上の秘密にあたる情報 

２号 評価等情報 → 個人の評価等に関する情報 

３号 第三者情報 → 第三者に関する個人情報 

４号 法人情報 → 企業等の法人に関する情報 

５号 意思決定過程情報 → 行政上の意思が最終決定されていない情報 

６号 行政執行情報 → 行政の事務・事業の運営に関する情報 

７号 本人不利益情報 → 代理人が請求する場合で、本人に不利益な情報

８号 公益情報 → 審議会が公益上開示しないと認めた情報 
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２  ２０１１年度個人情報開示等請求・決定の内容 

 

                                 表 記 内 容 の 説 明 

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

■請求内容 ・・・・・・・・ 

 決定年月日 決定内容 

 ・対象個人情報記録の件名 ・・・・・・・・ 

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

※備考・・・・・・・・ 

 

 

2011-１ 2011 年４月 18 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付申請書（2011 年４月 13 日～2011 年４月 16 日） 

2011 年４月 22 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した住民票写し等交付請求書、 

 2011 年４月 13 日から 2011 年４月 16 日までの受付分 

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

 

2011-２ 2011 年５月２日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2011 年４月７日～2011 年５月１日） 

2011 年５月 16 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2011 年４月７日から 2011 年５月１日までの分 

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

 

2011-３ 2011 年５月９日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■町田市地域福祉部生活援護課に関するすべての個人情報記録開示写し交付を請求 

（2010 年４月～2011 年４月） 

2011 年５月 12 日 決定延期 

理由：請求された該当資料の精査に時間を要するため 

2011 年６月 29 日 部分開示決定 

・面接記録票他（以下のとおり） 

 個人情報記録の件名：保護台帳  ○○ ○○ 様 

非開示の部分 N

O 件名 内容 
請求の一部について応じない理由 

1 
面接記録表 15925

写 

①第三者の生活状

況・病状 

②事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する恐れ

があるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益になる恐

れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示

することにより当該事務又は事業の実施の目的を

失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にす

ると認められるため。 
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2 

保護決定起案 申請

理由 

担当者の所見 

処遇方針 

①第三者の生活状

況・病状 

②事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する恐れ

があるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益になる恐

れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示

することにより当該事務又は事業の実施の目的を

失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にす

ると認められるため。 

3 ケース記録票  

①第三者の生活状

況・病状 

②事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示すること

により当該第三者のプライバシーを侵害する恐れ

があるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益になる恐

れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示

することにより当該事務又は事業の実施の目的を

失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にす

ると認められるため。 

4 
生活保護法第29条に

基づく調査伺いおよ

び回答 

①法人の印影 

②法人職員の印影 

③事務上の記録、回

答 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第4号に該当 

 ①は事業で使用している印鑑の印影であり、当該

事業に関する情報であって、開示をすることによ

り、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争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。

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ②は個人で使用している印鑑の印影であり、開示

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、個人の財産保護に著しい支障を生ずる

恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 ③は市の事業の運営に関する情報であって、開示

することにより当該事務又は事業の実施の目的を

失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にす

ると認められるため。 

 

5 戸籍調査 第三者の戸籍 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することによ

り当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあ

るため。 

6 給付要否意見書 

 

医師の印影 

 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 個人で使用している印鑑の印影であり、開示する

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、個人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れ

があるため。 
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2011-４ 2011 年５月 12 日 開示請求 …………………………………………（政策経営部広聴課） 

■下記の処理報告書一式（起案書含む） 

11 町都区要３号の２ 2011 年５月 10 日（１） 公文書公開・開示時の質問等と扱い 

11 町都区要３号の３ 2011 年５月 10 日 撤去･処分に伴う承諾書依頼 

11 町都区要５号の２ 2011 年５月 10 日 ㈱○○○○に預けた４枚の返却依頼 

11 町都区要５号の３ 2011 年５月 10 日（１） 

2011 年５月 16 日 部分開示決定 

・11 町政聴要第 60 号 個人情報開示に伴う質問等 他１件 

（11 町都区要第３号の２、11 町都区要第３号の３） 

 11 町政聴要第 62 号 ㈱○○○○に預けた４枚の返却依頼 他１件 

（11 町都区要第５号の２、11 町都区要第５号の３） 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

   ○第三者の情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害するおそれ

があるもの 

   ・請求者以外の氏名、請求者以外の個人の印影 

 

2011-５ 2011 年５月 12 日 開示請求 …………………………………………（政策経営部広聴課） 

■下記の処理報告書一式（起案書含む） 

 11 町都区要第４号の２ 2011 年５月 10 日（１） 

 11 町都区要第４号の３ 2011 年５月 10 日（１） 

2011 年５月 16 日 開示決定 

・11 町政聴要第 61 号 公文書公開並びに開示に伴う質問等 他１件 

 

2011-６ 2011 年５月 25 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田市業務及び町田都市計画忠生土地区画整理事業に伴う下記に係る町田市個人情報保護条例

第２章個人情報の収集、第３章個人情報の保管、第４章個人情報の目的外利用及び外部提供によ

る図書一式（起案書含む） 

  １．建築物等の調査に関する覚書 

  ２．建築確認申請書貸与 

 2011 年６月８日 不存在決定 

理由：個人情報登録票には個人情報が含まれていないため 

 

2011-７ 2011 年５月 31 日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■（母）○○○○の生活保護の代理申請、代理相談に来た記録 

（H20 年７月～H21 年５月末まで） 

2011 年６月９日 不存在決定 

 理由：○○○○が母の生活保護の代理申請、代理相談に来た記録がないため 

 

2011-８ 2011 年５月 31 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2010 年４月７日～2011 年５月 31 日）   

2011 年６月３日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申 

請書、2011 年５月 31 日受付分 

 

2011-９ 2011 年５月 31 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書、住民票の写し等交付請求書（2011 年５月 22 日～2011 年５月 25 日） 

 2011 年６月３日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票写しを請求した住民票写し等交付請求書

及び印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申請書、2011 年５月 22 日から 2011 年５
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月 25 日までの分 

理由：検索の結果、上記の期間に住民票の写しの交付はなく、住民票の写し等交付請求書は存

在いたしません。また、上記の期間に印鑑登録証明書の交付も無く、印鑑登録証明書交

付申請書も存在いたしません。 

 

2011-10 2011 年５月 31 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■公文書公開及び開示に対する異議申立に伴う未諮問に係る 

  １．再検討図書一式（起案書含む） 

  ２．市政情報課からの照会及び回答の処理図書一式（起案書含む） 

2011 年６月 14 日 不存在決定 

理由：公文書公開及び開示に対する異議申立に伴う未諮問に係る 

 １．再検討図書一式は、作成していないため。 

 ２．照会文書がないため、且つ作成していないため。 

 

2011-11 2011 年５月 31 日 開示請求 …………………………………（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（起案書含む） 

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、且つ作成していないため。 

 

2011-12 2011 年５月 31 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１、異議申立（公文書公開及び開示）に伴う未諮問に係る 

（1）再検討図書一式（起案書含む） 

（2）市政情報課からの照会及び回答の処理図書一式（起案書含む） 

2011 年６月 14 日 不存在決定 

理由：異議申立て（公文書公開及び開示）に伴う未諮問に係る 

   （1）再検討図書一式は、作成していないため。 

   （2）照会文書がないため、且つ作成していないため。 

 

2011-13 2011 年６月９日 開示請求………………………………………………（政策経営部広聴課） 

■11 町都区要第 11 号の２ 2011 年６月６日に係る事務処理報告書一式（起案含む） 

2011 年６月 22 日 開示決定 

・11 町政聴要第 192 号 事務費の契約と調査日 他２件 

 

2011-14 2011 年６月 21 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■権利清算書にある比例率の計算根拠 

2011 年７月４日 開示決定 

・１．比例係数・減価補償金率計算 

 ２．土地の評価計算（清算金）についての計算例 

   土地の評価計算（清算金）についての計算例 別紙 

2011 年７月４日 部分開示決定 

・町田都市計画忠生土地区画整理事業 権利清算書 １あ～お 
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非開示の部分 
 
①請求者本人以外の権利者(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 

 
 
②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 

 
 請求の一部について応じない理由 
 
 ①町田市個人情報保護条例第21条第１項第３号に該当 
  第三者に関する情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害

するおそれがあるため。 
 ②町田市個人情報保護条例第21条第１項第４号に該当 
  法人に関する情報であって、開示をすることにより、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。 

 

2011-15 2011 年６月 28 日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■（母）○○○○の生活保護の代理申請、代理相談に来た記録（H21 年７月～H22 年５月末まで） 

2011 年７月７日 不存在決定 

理由：○○○○が母の生活保護の代理申請、代理相談に来た記録がないため。 

 

2011-16 2011 年６月 29 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■下記に係る起案書含む一式 

 １．11 町都区第３－２（区画整理課分） 

 ２．11 町都区第５－２ 

 ３．11 町都区第５－３ 

 ４．11 町都区第３－３ 

 ５．11 町都区第 11－２ 

 ６．11 町都区第 13－２ 

2011 年７月 13 日 開示決定 

・１．市政要望等処理報告書 11町政聴要第60号 

（11町都区要３号の２、11町都区要第３号の３） 

２．市政要望等処理報告書 11町政聴要第192号 

（11町都区要第11号の２） 

2011 年７月 13 日 部分開示決定 

・１．市政要望等処理報告書 11町政聴要第62号 

   （11町都区要第５号の２、11町都区要第５号の３） 

 ２．市政要望等処理報告書 11町政聴要第236号 
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   （11町都区要第13号の２） 

理由：町田市個人情報保護条例第21条第１項第３号に該当 

○特定個人が識別され得る情報であり、開示することにより、第三者の権利利益を侵害す

るおそれがあるため。 

・請求者以外の氏名 

  
2011-17 2011 年６月 29 日 開示請求 …………………………………（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．法 76 条２項調査表（起案書含む一式） 

2011 年７月 13 日 部分開示決定 

・１．90 町都区忠(76)発第６号 

   土地区画整理法第 76 条第２項の規定に基づく意見書 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

   ○特定個人が識別され得る情報であり、開示することにより、第三者の権利利益を侵害す

るおそれがあるため。    

   ・請求者以外の氏名、住所 

   町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

   ○個人で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を生じると認められるため。 

   ・請求者以外の個人の印影 

   町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当 

○法人に関する情報であり、開示することにより、事業運営上支障があると認められるた

め。 

・法人の印影 

 

2011-18 2011 年７月４日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2011 年５月 17 日～７月４日） 

2011 年７月 11 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書（2011 年５月 17 日～2011 年７月４日） 

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

 

2011-19 2011 年７月８日 開示請求 ………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■すべての記録 

平成９年 10 月 31 日、二男○○のビービダンによる受傷の件に関する記録、ゴミ袋の配布に関す

る記録、二男○○が高校在学中の事故の際の教頭の対応に関する記録、医療にかかった全ての記

録 

2011 年７月 15 日 決定延期 

理由：請求された該当資料の精査に時間を要するため 

2011 年９月１日  開示決定 

・2008（H20）年 ゴミ袋配布記録 

・2009（H21）年 ゴミ袋配布記録 

・業務端末医療データ（医療券発行記録） 

2011 年９月１日  部分開示決定 

・１．保護台帳 

 ２．2011（H22）年ゴミ袋配布集計用データ 

非開示の部分 N

O 件名 内容 
請求の一部について応じない理由 
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1 

１のうち、相談票、資

産申告書、扶養義務者

調査書 

①事務上の記録 

②第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

2 
１のうち、世帯台帳、

保護決定起案 

①事務上の記録 

②第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

3 
１のうち、収入・無収

入申告書 
第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

4 
１のうち、ケース記録

票 

①事務上の記録 

②第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 ①は事業の運営に関する情報であって、開示することに

より当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正か

つ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

5 

１のうち、生活保護法

第２９条に基づく調

査伺 

①第三者の記録 

②法人職員の印影

③法人の印影 

④事務上の記録 

 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 ②は、個人で使用している印鑑の印影であり、開示する

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、

個人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第4号に該当 

 ③は、事業で使用している印鑑の印影であり、当該事業

に関する情報であって、開示をすることにより、偽造等に

よる不正使用の恐れがあることから、当該法人の競争上又

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。 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第6号に該当 

 ④は事業の運営に関する情報であって、開示することに

より当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正か

つ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

6 １のうち、診断書 医師の印影 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 個人で使用している印鑑の印影であり、開示することに

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

財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあるため。 

7 

１のうち、 

診断書 

辞退届 

第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

8 
２のうち、ゴミ袋配布

ﾃﾞｰﾀ 

第三者の記録 

 

町田市個人情報保護条例第21条第1項第3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 
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2011-20 2011 年７月 27 日 開示請求 …………………………………（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町都区意第28号 2011年６月30日換地計画に関する意見書につ

いて（通知）に係る一連の図書一式（起案書含む）＜受理から通知に至る処理＞ 

2011 年８月８日 開示決定 

・（１）「平成 23 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 

（２）郵便物等配達証明書 

2011 年８月８日 部分開示決定 

・（１）忠生地区 意見書受付台帳（2011 年３月 17 日～３月 30 日） 

 （２）忠生地区意見書 

 （３）町田都市計画忠生土地区画整理事業において 

    土地区画整理法第 88 条第３項に基づき提出された意見書について（報告） 

 （４）町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画に関する意見書について（諮問） 

 （５）町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画に関する意見書について（答申） 

 （６）換地計画に関する意見書（通知）について 

 （７）換地計画に関する意見書の審査及び通知について 

 （８）書留・配達記録郵便物受領証（お客様控） 

非開示の部分 

①（１）、（３）のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の氏名及び住所 

（２）のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の住所、氏名、印影、意見、意見書説

明資料、職員の印影 

（４）、（５） 

「換地計画についての意見書調書」のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の意見書

整理番号、氏名・住所・権利の種別、備考、従前の土地の町名・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の部分・符号・登記又は申告地積（基準権利地

積）、権利価額、換地処分後の土地の街区番号・町丁目・地番・地目・地積・所有権以外の

権利又は処分の制限の部分・符号・地積・権利価額・清算金・記事・減歩率、意見書の要

旨、施行者見解 

（５）のうち、職員個人の印影 

（６）のうち、<別紙>請求者以外の意見書提出者（個人）の氏名、郵便番号、住所、換地

計画に関する意見書について（通知） 

（７）のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の氏名、住所、換地計画に関する意見

書について（通知） 

（８）のうち、請求者以外の受取人（個人）の氏名 

②（１）、（３）のうち意見書提出者（法人）の法人名、所在地、代表者連絡先 

(２）のうち、意見書提出者（法人）の所在地、法人名、代表者名、法人印影、代表者印影、

意見書、意見書説明資料、 

(４）、（５） 

「換地計画についての意見書調書」のうち、意見書提出者（法人）の意見書整理番号、法

人名・所在地・権利の種別、備考、従前の土地の町名・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の部分・符号・登記又は申告地積（基準権利地積）、権利

価額、換地処分後の土地の街区番号・町丁目・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・清算金・記事・減歩率、意見書の要旨、施行

者見解 

 (６）のうち、<別紙>意見書提出者（法人）の法人名、郵便番号、所在地、換地計画に関

する意見書について（通知） 

（７）のうち、意見書提出者（法人）の法人名、所在地、換地計画に関する意見書につい

て（通知） 

（８）のうち、請求者本人以外の受取人（法人）の法人名 
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請求の一部について応じない理由 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

  ①は、第三者に関する情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵

害するおそれがあるため。 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当 

  ②は、法人に関する情報であって、開示をすることにより、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。 

 

2011-21 2011 年７月 27 日 開示請求 …………………………………（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町都区意第29号 2011年６月30日換地計画に関する意見書につ

いて（通知）に係る一連の図書一式（起案書含む）＜受理から通知に至る処理＞ 

2011 年８月８日 開示決定 

・（１）「平成 23 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 

（２）郵便物等配達証明書 

2011 年８月８日 部分開示決定 

・（１）忠生地区 意見書受付台帳（2011 年３月 17 日～３月 30 日） 

 （２）忠生地区意見書 

 （３）町田都市計画忠生土地区画整理事業において 

    土地区画整理法第 88 条第３項に基づき提出された意見書について（報告） 

 （４）町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画に関する意見書について（諮問） 

 （５）町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画に関する意見書について（答申） 

 （６）換地計画に関する意見書（通知）について 

 （７）換地計画に関する意見書の審査及び通知について 

 （８）書留・配達記録郵便物受領証（お客様控） 

 

非開示の部分 

 

①（１）、（３）のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の氏名及び住所 

（２）のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の住所、氏名、印影、意見、意見書説

明資料、職員の印影 

（４）、（５） 

「換地計画についての意見書調書」のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の意見書

整理番号、氏名・住所・権利の種別、備考、従前の土地の町名・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の部分・符号・登記又は申告地積（基準権利地

積）、権利価額、換地処分後の土地の街区番号・町丁目・地番・地目・地積・所有権以外の

権利又は処分の制限の部分・符号・地積・権利価額・清算金・記事・減歩率、意見書の要

旨、施行者見解 

（５）のうち、職員個人の印影 

（６）のうち、<別紙>請求者以外の意見書提出者（個人）の氏名、郵便番号、住所、換地

計画に関する意見書について（通知） 

（７）のうち、請求者以外の意見書提出者（個人）の氏名、住所、換地計画に関する意見

書について（通知） 

（８）のうち、請求者以外の受取人（個人）の氏名 

 

②（１）、（３）のうち意見書提出者（法人）の法人名、所在地、代表者連絡先 

(２）のうち、意見書提出者（法人）の所在地、法人名、代表者名、法人印影、代表者印影、

意見書、意見書説明資料 

(４）、（５） 

「換地計画についての意見書調書」のうち、意見書提出者（法人）の意見書整理番号、法



第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

 72

人名・所在地・権利の種別、備考、従前の土地の町名・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の部分・符号・登記又は申告地積（基準権利地積）、権利

価額、換地処分後の土地の街区番号・町丁目・地番、地目・地積・所有権以外の権利又は

処分の制限の部分・符号・地積・権利価額・清算金・記事・減歩率、意見書の要旨、施行

者見解 

 (６）のうち、<別紙>意見書提出者（法人）の法人名、郵便番号、所在地、換地計画に関

する意見書について（通知） 

（７）のうち、意見書提出者（法人）の法人名、所在地、換地計画に関する意見書につい

て（通知） 

（８）のうち、請求者本人以外の受取人（法人）の法人名 

請求の一部について応じない理由 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

  ①は、第三者に関する情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵

害するおそれがあるため。 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当 

  ②は、法人に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人等の競走上又は事業

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。 

 

2011-22 2011 年７月 27 日 開示請求 …………………………………………（総務部市政情報課） 

■08 年５号事件、６号事件に係る図書一式 

2011 年８月２日 開示決定 

・2008 年度第５号事件綴り 

2011 年８月２日 部分開示決定 

 ・2008 年度第６号事件綴り 

 理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

    ○特定個人が識別され得る情報であり、開示することにより、第三者の権利利益を侵害す

るおそれがあるため 

    ・請求者以外の氏名 

 

2011-23 2011 年８月５日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2011 年８月４日～2011 年８月５日） 

2011 年８月 10 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2011 年８月４日から 2011 年８月５日までの分 

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

 

2011-24 2011 年８月 11 日 開示請求 …………………………………（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○○町○○○○－○、○、○、○、○並びに建物○○町○○○ 

○－○、○それらに係る所有当時当該補償台帳（起案書含む図書一式） 

2011 年８月 25 日 開示決定 

・平成 23 年度 忠生補償台帳 

・2010 年６月１日起案 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：No.33） 

2011 年８月 25 日 部分開示決定 

・（１）忠生補償台帳 平成８年度 

 （２）1996 年 11 月 28 日付 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 

 （３）忠生地区 ＢＬ79 Ｎｏ202 承諾書 

 （４）忠生補償台帳 平成９年度 

（５）平成 16 年度 忠生補償台帳 

 （６）2004 年９月 15 日付 忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について 
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 （７）平成 22 年度 忠生補償台帳 

 （８）2010 年５月 20 日起案 忠生土地区画整理事業施行に伴う損失補償金の算定調書の送付 

    について（物件：No.33） 

 （９）2011 年７月 20 日起案 忠生土地区画整理事業施行に伴う損失補償金の算定調書の送付 

    について（物件：No.１） 

非開示の部分 

①・（１）、（４）、（５）、（７）のうち、補償台帳（土地）及び補償台帳（物件）内の請求者以

外の“個人氏名”、“住所”、“街区”、“所在地”、“内容”、“物件”、“地積”、“期間”、“月

数”、“補償額（円）”、“担当”、“調書”、“交渉”、“承諾”、“着手”、“完了”、“支依”、“（依

頼）番号”、“支済（支払）”、“証明”、“買証”、“備考”。   

・（２）のうち、請求者以外の“個人氏名”、損失補償金調表内の請求者以外の“個人氏名”、

“①建築物補償額”、“②工作物及び竹木土石等補償額”、“③その他の補償額”、“計”及び

“合計”。 

・（３）のうち、請求者以外の“個人氏名”、“職員個人印影”、“委託法人職員印影”、“電話

番号”。 

②・（１）、（４）、（５）、（７）のうち、補償台帳（土地）及び補償台帳（物件）内の“法人名”、

“住所”、“街区”、“所在地”、“内容”、“地積”、“期間”、“月数”、“補償額（円）”、“担当”、

“調書”、“交渉”、“承諾”、“着手”、“完了”、“支依”、“（依頼）番号”、“支済（支払）”、“買

証”、“備考”。    

・補償台帳（埋設）内の“法人名”、“路線”、“工事番号”、“工事箇所”、“移設物件”、“補償

額（円）”、“協議”、“回答”、“完了”、“支依”、“（依頼）番号”、“支済（支払）”、“備考”。

・（２）、（６）、（８）、（９）のうち、“法人印影”。 

③・（３）のうち、 

“推定再建築費”、“等級”、“工法係数”、“補正係数計”、“補修係数”、“計”、“基礎解体費”、

“再築補償率”、“建物解体費”、“ 建物評価調書”、 “単価”、 “補償額”、 “備考”、 “諸

経費率”、“価値補償”、“のりと料”、“非課税対象額”、 “小計”、 “金額”、“移植難易率”、

“土地の選定費用”、“日当相当額”、“日数”、 “確認申請手数料”、 “確認申請業務報酬

額”、 “平均労働賃金”、“ 補償日数”、“種別”、“設計管理料率”、 “業務報酬額”、“ 移

転工期”、“ 仮設期間”、“ 仮設建物の建設費”。 

請求の一部について応じない理由 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

  ①は、第三者に関する情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害

するおそれがあるため。 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当  

  ②は、法人に関する情報であって、開示をすることにより、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。 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

  ③は、市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当

該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認め

られるため。 

 

2011-25 2011 年８月 15 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付請求書（平成 22 年５月～平成 23 年８月 15 日） 

2011 年８月 26 日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書、2010 年５月 21 日受付   

 分、2010 年 11 月１日受付分 

2011 年８月 26 日 部分開示決定 

・１．町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付申請書、2010 年 10 月 21

日受付分 
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 ２．町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付申請書、2011 年４月１日

受付分 

３．町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付申請書、2011 年８月 11 日

受付分 

４．町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票（除票）の写しの交付申請書、2011

年８月 12 日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

   ・１～４の文書のうち、住民票の写し交付申請書に添付の担当者の運転免許証・健康保険

被保険者証 

    ・１，３の文書のうち、住民票の写し交付申請書の担当者氏名・担当者印、住民票の写し

交付申請書に添付の担当者の社員証のうち、氏名・写真・社員番号 

    ・２の文書のうち、住民票の写し交付申請書に添付の部門一覧表内の担当者氏名 

    ・４の文書のうち、住民票の写し交付申請書の担当者氏名、住民票の写し交付申請書に添

付の担当者の身分証明書のうち、氏名・写真・身分証番号 

   ：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当 

    ○法人に関する情報で、開示することにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位そ

の他社会的な地位が著しく損なわれると認められるため。 

    ・２の文書のうち住民票の写し交付申請書に添付の納税証明書 

 

2011-26 2011 年８月 15 日 開示請求 …………………………………………（建設部道路用地課） 

■○○町○○○○番地及び○○○○番地に面する私道の拡幅要望書及びこれに類する文書 

2011 年８月 25 日 部分開示決定 

・①南地区市政懇談会（原稿） 

 ②市長への手紙 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

    ・差出人の住所、氏名、電話番号 

    ・文書内の日付や第三者の記述 

 

2011-27 2011 年８月 25 日 開示請求 …………………………（市民部なるせ駅前市民センター） 

■平成 21 年の春（４月～５月頃）の私の住民票データ 

 2011 年９月５日 開示決定 

・平成 21 年４月 30 日に処理した、住民票の世帯分離の届出に伴う住民票受付帳詳細 

2011 年９月５日 不存在決定 

・世帯分離の届出の住民異動届 

理由：世帯分離を行う住民異動届については、保存年限が１年と定められていて、2011年５月に

廃棄したため。 

 

2011-28 2011 年８月 31 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■戸籍証明書等交付請求書（2011年３月１日～2011年８月31日） 
2011 年９月６日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍全部事項証明書を請求した戸籍証明書等交付

請求書 2011 年４月 11 日受付分、2011 年４月 28 日受付分、2011 年８月 31 日受付分 

2011 年９月６日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍全部事項証明書及び附票を請求した捜査関係

事項照会書 2011 年４月 22 日受付分 
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 理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

    ○市又は国等の事務の運営に関する情報であって、開示することにより当該事務の実施の

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おそれがあるため 

    ・担当者氏名  

 

2011-29 2011 年９月１日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑証明の発行記録（H23 年１月１日～H23 年８月 31 日まで） 

2011 年９月６日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申 

請書、2011 年１月１日から 2011 年８月 31 日までの受付分 

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

2011-30 2011 年９月 13 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2011 年９月８日～2011 年９月 12 日） 

 2011 年９月 16 日 不存在決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書 2011 年９月８日から 2011 年９月 12 日までの受付分 

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

 

2011-31 2011 年９月 16 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１．平成９年度  (1)忠生土地区画整理事業施行に伴う損失補償金の算定調書一式(起案書含む) 

          (2)(1)に係る交渉依頼について図書一式（起案書含む） 

          (3)(1)に係る損失補償金調表（起案書含む） 

 ２．平成 23 年度 (1)忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について(起案書含む図書一式） 

 ３．11 町都区第 964 号の２ 2011 年９月 13 日（起案含む図書一式） 

2011 年９月 30 日 開示決定 

・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：No.1） 

 ２．「外構等の工事補償」について（通知） 

〔２．平成 23 年度（１）忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について（起案書含む図書一

式） ３．11 町都区第 964 号の２ 2011 年９月 13 日（起案書含む図書一式〕 

2011 年９月 30 日 不存在決定 

・１．平成９年度 (1)忠生土地区画整理事業施行に伴う損失補償金の算定調書一式(起案書含む) 

         (2)(1)に係る交渉依頼について図書一式（起案書含む） 

         (3)(1)に係る損失補償金調表（起案書含む） 

 理由：捜索した結果、存在しないため 

 

2011-32 2011 年９月 28 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑証明書、住民票の申請用書面（平成 21 年４月１日～５月１日迄の期間） 

2011 年 10 月 11 日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を申請した印鑑登録証明書交付申

請書、2009 年４月２日受付分 

2011 年 10 月 11 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票を請求した住民票等交付請求書、2009 年４

月１日から５月１日までの分 

理由：住民票等交付請求書は、町田市文書管理規程上１年保存の公文書であり、そのため 2009

年４月１日から５月１日の間の住民票等交付請求書は、保存年限が終了したため同規程第

39 条に基づき廃棄済みであり、現在は存在いたしません。 

 

2011-33 2011 年 10 月６日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 
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■被後見人○○○○が平成 18 年９月から平成 23 年８月まで印鑑登録をしていたか否か。していた

としたら印鑑証明書の発行を請求をしたことがあるか。 

2011 年 10 月 14 日 取下げ 

 

2011-34 2011 年 10 月７日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■11 町政聴要第 583 号の２ 2011 年９月 30 日に係る 

１．図書一式（起案書含む） 

２．根拠法令に当たる図書一式（起案含む） 

（交渉期限を定めた） 

2011 年 10 月 20 日 開示決定 

・2011 年９月 30 日、11 町政聴要第 583 号「市政要望への対応について（報告）」 

  2011 年９月 26 日、11 町政聴要第 583 号「市政要望への対応について（依頼）」 

2011 年 10 月 20 日 不存在決定 

 ・11 町政聴要第 583 号の２ 2011 年９月 30 日に係る 

  ２．根拠法令に当たる図書一式（起案含む） 

    （交渉期限を定めた） 

 理由：法令に拠って行わなければならないものではないため、根拠法令に当たる図書はありません。 

 

2011-35 2011 年 10 月７日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う  

地区忠生、ＢＬ79、Ｎｏ106 承諾書及び補償金調書に係る補償台帳と図書一式 

2011 年 10 月 20 日 部分開示決定 

・忠生補償台帳 平成９年度 

非開示の部分 

①・補償台帳（土地）、補償台帳（物件）及び補償台帳（損失）内の請求者以外の“個人氏名”、

“住所”、“街区”、“所在地”、“物件”、“地積”、“期間”、“月数”、“補償額”、“担当”、“調

書”、“交渉”、“承諾”、“着手”、“完了”、“支依”、“依頼番号”、“支払”、“証明”、“備考”。

②・補償台帳（土地）及び補償台帳（物件）内の“法人名”、“住所”、“街区”、“所在地”、“物

件”、“地積”、“期間”、“月数”、“補償額”、“担当”、“調書”、“交渉”、“承諾”、“着手”、“完

了”、“支依”、“依頼番号”、“支払”、“証明”、“備考”。    

・補償台帳（埋設）内の“法人名”、“路線”、“工事箇所”、“移設物件”、“補償額”、“協議”、

“回答”、“完了”、“支依”、“依頼番号”、“支払”、“備考”。 

請求の一部について応じない理由 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

①は、第三者に関する情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害

するおそれがあるため。 

 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当 

  ②は、法人に関する情報であって、開示をすることにより、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。 

 

2011-36 2011 年 10 月 31 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■戸籍証明書等交付請求書（平成 23 年５月１日～平成 23 年 10 月 31 日） 

2011 年 11 月１日 不存在決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍全部事項証明書等を請求した戸籍証明書等交 

付申請書（2011 年５月１日～2011 年 10 月 31 日） 

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

 

2011-37 2011 年 12 月６日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■［1］23 東新公区第 1307 損失補償金の算定調書送付及び 23 東新公総 2013 開示による「損失補 
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償金調表」※の損失補償ではないとするに伴う 

  1.算定根拠図書一式 

  2.何費か分かる図書一式 

  3.起案書一式 

 ［2］11 町都区第 1416 号の２ 2011 年 12 月２日に係る 

     1.起案書を含む一式 

     2.「承諾書の効力に影響する事項でない」とする法根拠一式 

     3. 財）東京都新都市建設公社の報告と記すに至った根拠一式 

     4.補償がなくなる法根拠一式 

     5.承諾書 

      1.外構等の工事補償の内容 

 別紙「外構等の工事補償申告書」 

2011 年 12 月 20 日 開示決定 

・2011 年 12 月２日起案 「通知書について（回答）」 

〔〔２〕11 町都区第 1416 号の２ 2011 年 12 月２日に係る １．起案書を含む一式〕 

 2011 年 12 月 20 日 不存在決定 

 ・［1］23 東新公区第 1307 損失補償金の算定調書送付及び 23 東新公総 2013 開示による「損失補

償金調表」※の損失補償ではないとするに伴う 

     1.算定根拠図書一式 

     2.何費か分かる図書一式 

     3.起案書一式 

  ［2］11 町都区第 1416 号の２ 2011 年 12 月２日に係る 

     2.「承諾書の効力に影響する事項でない」とする法根拠一式 

     3.財）東京都新都市建設公社の報告と記すに至った根拠一式 

     4.補償がなくなる法根拠一式 

     5.承諾書 

      1.外構等の工事補償の内容  

別紙「外構等の工事補償申告書」 

理由：［1］１～３及び［2］２～４は、文書が存在しないため。 

   ［2］５及び別紙「外構等の工事補償申告書」は、所有していないため。 

 

2011-38 2011 年 12 月 13 日 開示請求 ………………………………（いきいき健康部保健対策課） 

■精神保健相談記録（平成 18 年８月分） 

2011 年 12 月 27 日 部分開示決定 

・精神保健相談記録 平成 18 年８月分 

NO 非開示の部分 

 件名 内容 
請求の一部について応じない理由 

1 別記様式１ 

相談日時、相談

者、対象者、相談

方法、目的、主訴、

状況及び観察し

たこと、分析・判

断、対応、今後の

計画及び方針、特

記事項その他、記

録者名の氏名、担

当者印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認めら

れるため。 
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目的のうち、職員

の氏名、職名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認めら

れるため。 

分析・判断 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第２号に該当

 個人の評価等に関する情報であり、開示することに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

2 
別記様式１ 

平成 18 年８月 15 日 

記録者名の氏名 

担当者の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認めら

れるため。 

分析・判断 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第２号に該当

 個人の評価等に関する情報であり、開示することに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

対応のうち、第三

者に関する部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

3 
別記様式１ 

平成 18 年８月 16 日 

記録者名の氏名 

保健対策課長、地

域保健係長、担当

係長、担当者の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認めら

れるため。 

保健対策課長、地

域保健係長、リー

ダー、係員の印

影、医師のサイン

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当

 市の事務に関する情報であって、開示することによ

り、公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認めら

れるため。 

4 
精神保健相談 

平成 18 年８月 17 日 

相談内容のつづ

きのうち、第三者

に関する部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 
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相談状況での保

健師の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第２号に該当

 個人の評価等に関する情報であり、開示することに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

 

2011-39 2011 年 12 月 19 日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課） 

■市民税都民税課税非課税証明書の交付申請書及び申請に使用添付された委任状（2011 年 11 月 15 

日～2011 年 12 月 10 日） 

2011 年 12 月 21 日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の市民税･都民税課税･非課税証明書交付申請 

書 2011 年 12 月２日市民税課受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

    ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより第三者の権利利益を侵害する恐れ

があるため 

   ・申請書の窓口に来た人欄のうち住所、昼間の電話、ふりがな、氏名、必要な方との続柄 

    委任状のうち本人以外の氏名、住所、続柄 

 

2011-40 2011 年 12 月 21 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■1.国土交通省からの照会及び回答図書一式（起案含む） 

2.東京都からの照会及び回答図書一式（起案含む） 

1 と 2 は国土交通省への文書による忠生土地区画整理事業に伴うもので、 

（1）19.7.5 付 （2）19.8.6 付（3）19.9.5 付（4）23.3.10 付 

2011 年 12 月 28 日 決定延期 

理由：個人情報記録の調査・抽出に時間を要するため。 

2012 年２月 17 日  不存在決定 

・1.国土交通省からの照会及び回答図書一式（起案含む） 

2.東京都からの照会及び回答図書一式（起案含む） 

1 と 2 は国土交通省への文書による忠生土地区画整理事業に伴うもので、 

（1）19.7.5 付 （2）19.8.6 付（3）19.9.5 付（4）23.3.10 付 

理由：(1)～(3)の年度文書については、文書保存年限を経過し、存否を含め確認できないため。 

   (4)については、該当する文書が存在しないため。 

 

2011-41 2012 年２月 14 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書の交付申請書 

（平成 21 年１月１日～平成 23 年 12 月 31 日） 

2012 年２月 22 日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書、2009 年 11 月 12 日受付 

 分 

2012 年２月 22 日 部分開示決定 

１． 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書、2010 年７月 16 日受  

付分 

２． 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書、2010 年９月 14 日受   

   付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 



第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

 80

    ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害する

おそれがあるため 

   ・１のうち請求書の対象者以外の本籍、筆頭者、生年月日 

   ・２のうち申請書の申請者の氏名、ふりがな、生年月日、請求者との関係 

2012 年２月 22 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書（2009 年１月１日～2010

年３月 31 日） 

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

2009 年１月１日から 2010 年３月 31 日の間の住民票の写し等交付請求書は、保存年限が終

了したため同規程第 39 条に基づき廃棄済みであり、現在は存在いたしません。 

 

2011-42 2012 年２月 17 日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■東京都及び町田市、日本国内における氏名○○○○にかかわる知る情報すべて（憲法による知る

権利） 

平成 23 年３月 10 日～平成 24 年２月 17 日までの期間によるもの（東京都）（町田市）生活援護課 

2012 年２月 21 日 決定延期 

理由：請求された該当資料の精査に時間を要するため 

2012 年３月 30 日 部分開示決定 

 
個人情報記録の

件名： 
保護台帳  ○○○○ 様 

    

非開示の部分 
NO 

件名 内容 
請求の一部について応じない理由 

1 ケース記録票  
①事務上の記録 

②第三者の情報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をする

ことにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあ

るため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ①は市の事業の運営に関する情報であって、開示す

ることにより当該事務又は事業の実施の目的を失わ

せ、又は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認

められるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することに

より当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがある

ため。 

2 保護決定調書  
①事務上の記録 

②第三者の情報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をする

ことにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあ

るため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することに

より当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがある

ため。 
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3 
生活保護法第 29 条

に基づく調査伺い

および回答 

事務上の記録、回答 

 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められ

るため。 

4 
給付要否意見書 

医療要否意見書 

通院交通費申請書 

 

①傷病名又は部位、 

主要症状及び今後の

診療見込 

②医師の印影 

③第三者の情報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の診断等に関する情報であり、開示をする

ことにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあ

るため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は個人で使用している印鑑の印影であり、開示す

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、個人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあ

るため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ③は第三者に関する情報であって、開示することに

より当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがある

ため。 

5 

自立促進事業起案

書 

緊急援護費起案書 

緊急援護費支給台

帳 

事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められ

るため。 

 

2011-43 2012 年２月 24 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付申請書（2009 年１月１日～2011 年 12 月 31 日） 

2012 年３月５日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した住民票の写し等交付請求 

書（2010 年４月１日～2011 年 12 月 31 日） 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等を請求した戸籍証明書等交付請求 

書（2009 年１月１日～2011 年 12 月 31 日） 

 理由：検索の結果、上記の期間に交付はなく、住民票の写し等交付請求書及び戸籍証明書等交付 

請求書は存在いたしません 

2012 年３月５日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した住民票の写し等交付請求

書（2009 年１月１日～2010 年３月 31 日） 

理由：住民票の写し等交付請求書は、町田市文書管理規程上１年保存の公文書です。そのため 2009

年１月１日から 2010 年３月 31 日の間の住民票等交付請求書は、保存年限が終了し、同規

程第 39 条に基づき廃棄済みであり、存在いたしません。 

 

2011-44 2012 年３月 21 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付申請書（2010 年４月１日以降 2012 年３月 21 日迄） 

2012 年３月 29 日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した住民票の写し等職務上請

求書、2010 年５月 10 日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当 

    ○経理等重要な内部管理情報で、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営
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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。 

    ・請求者欄の印影 

   ：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

    ○特定個人が識別され得る情報で、開示することにより、第三者の権利利益を侵害するお

それがあるため 

    ・依頼者の氏名又は名称、提出先又は提出先がない場合の処理 

2012 年３月 29 日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した住民票の写し等交付請求

書、2011 年６月 16 日受付分、2011 年６月 21 日受付分、2012 年１月 22 日受付分 

 

2011-45 2012 年３月 21 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■戸籍証明書等交付請求書（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 21 日） 

 2012 年３月 27 日 不存在決定 

 ・本籍 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等を請求した戸籍証明書等交付

請求書（2011 年４月１日～2012 年３月 21 日）  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 個人情報開示等請求の状況 

 83

３ 年度・実施機関別個人情報開示等請求の件数（2002 年度以降） 

 

 

実施機関
　　年度
 種別

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 計

請　求 48(1) 52(1) 37(1) 27 36 55(1) 122(2) 68(2) 67(1) 45(1) 557(10)

不服申立て 2 1(1)    1 37 30 8  79(1)

請　求 3 3 5 8 5 5 1 1 2  3

不服申立て 1          

請　求           

不服申立て           

請　求      1     

不服申立て           

請　求           

不服申立て           

請　求           

不服申立て           

請　求         1  

不服申立て           

請　求   1    1    

不服申立て           

請　求 51(1) 55(1) 43(1) 35 41 61(1) 124(2) 69(2) 70(1) 45(1) 594(10)

不服申立て 3 1(1) 0 0 0 1 37 30 8 0 80(1)

固定資産評価

審査委員会

農業委員会

議　会

計

病院事業
管理者

市　長

教育委員会

選挙管理
委員会

監査委員

3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 
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