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１ ２０１３年度の経過

２０１３年度の請求の特徴としては、市施設の改築・改修工事の最低制限価格等に関する資

料、公園駐車場の運用状況に関する資料、第二次野津田公園整備基本計画に関する資料及び損

害保険契約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７２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）２０１３年度実施機関別情報公開請求件数 

実 施 機 関 主 管 部 課 件 数 小 計 

市 長 

政 策 経 営 部 広 聴 課 １ 

７０ 

（内取下げ５） 

総 務 部 

総 務 課 １ 

法 制 課 ２ 

職 員 課 １（内取下げ１） 

市 政 情 報 課 ２ 

財 務 部 

庁 舎 活 用 課 １（内取下げ１） 

営 繕 課 ２ 

契 約 課 ８ 

市 民 部 
防 災 安 全 課 １ 

市 民 課 ２ 

文化スポーツ振興部 ス ポ ー ツ 振 興 課 ６ 

地 域 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 ２ 

いきいき健康部 

保 険 年 金 課 １ 

生 活 衛 生 課 １（内取下げ１） 

健 康 課 ２ 

子 ど も 生 活 部 
児 童 青 少 年 課 ２ 

子 育 て 支 援 課 ２ 

環 境 資 源 部 

環 境 保 全 課 ３ 

資 源 循 環 課 ４ 

３ Ｒ 推 進 課 ３（内取下げ１） 

建 設 部 
建 設 総 務 課 １ 

交 通 安 全 課 ２ 

都 市 づ く り 部 

土 地 利 用 調 整 課 ２ 

地 区 街 づ く り 課 １ 

建 物 住 宅 対 策 課 ２ 

建 築 開 発 審 査 課 ６ 

公 園 緑 地 課 ８（内取下げ１） 

下 水 道 部 下 水 道 管 理 課 １ 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課 １ １ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ 

病 院 事 業 管 理 者 市民病院事務部 施 設 用 度 課 １（内取下げ１） １（内取下げ１） 

議 会 ０ ０ 

合 計 ７２（内取下げ６） ７２（内取下げ６） 
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（２）請求者区分別請求件数 

請求者区分 
市内に住所を有

する個人 

市内に事務所
または事業所
を有する法人
その他の団体 

市外に住所を
有する個人 

市外に事務所
または事業所
を有する法人
その他の団体 

合計 

請求者数 １５人 １人 １１人 ７人 ３４人 

請求件数 ４１件 １件 １４件 １６件 ７２件 

※１人当たりの請求件数約２．１件、１人最大請求件数９件(市外に事務所または事業所を有する法人) 

（３）請求に対する決定区分別件数 

決  定  区  分 

合計 
公 開 部分公開 非公開 不存在 

存否応答 

拒否 

２３件 ４２件 ５件 １０件 １件 ８１件 

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

（４）非公開(部分公開を含む)情報の適用除外事項別内訳 

適  用  除  外  事  項 

合計 １号 
個人情報 

２号 
法人情報 

３号 
意思決定 
過程情報 

４号 
行政執行 
情報 

５号 
公共の安全
維持情報 

６号 
法令秘情報 

２２件 ２５件 ５件 ８件 ６件 ０件 ６６件 

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

適用除外事項 

情報公開制度では、実施機関の保有している公文書はすべて公開が原則となりま

すが、情報公開条例第５条第１項では、その例外として、公開しないことができる

情報の範囲(適用除外事項)を次の６項目と定めています。 

１号 個人情報 → 個人に関する情報 

２号 法人情報 → 企業等の法人に関する情報 

３号 意思決定過程情報 → 行政上の意思が最終決定されていない情報 

４号 行政執行情報 → 行政の事務・事業の運営に関する情報 

５号 公共の安全維持情報 → 人の生命、財産等の保護に関する情報 

６号 法令秘情報 → 法令上の秘密にあたる情報 
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２ ２０１３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・・・・・・・・ 

 

 

2013-１ 2013年４月 10日 ………………………………………………………（建設部交通安全課） 

■原町田三丁目（ダイエーダイソー廻りの店舗）の迷惑駐輪について  

2013 年４月 10日 部分公開決定 

 ・原町田ダイエー前の違法駐輪自転車についてのメール   

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、又は識別され得るものであるた

め。 

・氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス  

 

2013-２ 2013年４月 22日 ………………………………………………………（建設部建設総務課） 

■成瀬駅北口に設置されたトイレについて なぜあの場所にしたのか、その費用は等についてがわかる

資料一切 

 2013 年５月１日 部分公開決定 

・ 成瀬駅公共トイレ 計画・実施 

・ 成瀬駅北口駅前公共トイレ設置工事 契約 補助金 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

・担当者の氏名 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○公開することにより、印鑑偽造等により印影が不正使用されるおそれがあり、競争上

又は事業運営上の地位が著しく損なわれるおそれがあるため。 

・法人の印影 

 

2013-３ 2013年４月 22日……………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■成瀬駅北口に設置されたトイレについて なぜ設置したか、設置にいたる経緯がわかる資料一切 

2013 年５月２日 公開決定 

・町田市公衆トイレ整備計画策定業務委託報告書（2010 年３月） 

公共トイレの設置について（協議）の起案書 

2013 年５月２日 部分公開決定 

・公共トイレ整備計画（案）についての起案書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

 ・2010年度町田市公共トイレ協力店受付簿の担当者名     

 

2013-４ 2013年 5月 1日 …………………………………………………………（総務部市政情報課） 

■1964 年４月５日原町田で起きた米軍機墜落事件に関連した市所有の文書・資料 

2013 年５月 15日 部分公開決定 

・米軍ジェット機墜落事故に対する措置（町田市災害対策本部） 
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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、特定個人が識別され、または識別されうるものであるため。 

・遺族の名字、被害者の氏名 

2013 年５月 15日 非公開決定 

・ 米軍ジェット機墜落事故綴 

・ 昭和 39 年４月 ジェット機墜落事故関係綴 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

・被害者、遺族、救助等協力者、弔問者その他関係者に関する情報であって、特定個人が

識別され、または識別されうるものであるため。また、保存状態が悪く、当該情報が記

録されている部分を分離し、除いて公開することも困難であるため。 

    

2013-５ 2013年４月 23日 ………………………………………………………（市民部防災安全課） 

■(住居表示)東京都町田市○○町○丁目○○番○○ （地番）東京都町田市○○町○丁目○○○○

番地○○、（家屋番号）○○番○○ 

上記の場所にありました家屋は近隣の方々やリサイクルセンターの方々のお話によると、1970年

代から、遂に取りこわされました2006年（推定１～３月の間）までの30～40年もの長い間空家で

放置されていたため、ご近所、お隣、町内会、地方自治体、行政機関に多大なる迷惑をかけ、絶

えず近隣の悩みの種で「○○町のおばけ屋敷」とまであだ名がつけられていたそうです。この空

家に関する全ての苦情、公的文書、その他一切開示可能な情報 

2013年５月１日 不存在決定 
理由：町田市文書管理規程に定められた保存年限（５年）を経過したため、存在したか否かも確

認がとれないため。 

 

2013-６ 2013年４月 30日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市忠生市民センター改築給排水衛生設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事） 

2013 年５月８日 非公開決定 

 ・予定価格調書とその綴り（町田市忠生市民センター改築給排水衛生設備工事） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

   ・本件は、平成 25年（2013年）第２回町田市議会定例会（６月議会）の工事請負契約の

議案の関連工事であり、町田市の意思決定が未了のため。 

 

2013-７ 2013年４月 30日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市忠生市民センター改築空気調和設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事） 

2013 年５月８日 非公開決定 

・予定価格調書とその綴り（町田市忠生市民センター改築空気調和設備工事） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

   ・本件は、平成 25 年（2013 年）第２回町田市議会定例会（６月）の工事請負契約の議

案であり、町田市の意思決定が未了のため。 

 

2013-８ 20113年５月 22日 …………………………………………………（環境資源部資源循環課） 

■ごみ焼却後に取り出される金属産物が回収されると思いますが、その後の処理の流れがどうなっ

ているか 

・入札記録 ・売買契約書 ・取り出し回数（年、月、日別）・金属の種類、品質、単価 

2013 年６月３日 部分公開決定 

１ 焼却炉分離鉄・破砕分離鉄売払い（単価契約）その１ 契約原議書 

２ 2013年４月分資源化物（町田市資源協同組合分）売り払いについて（報告及び請求）起案書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによっ

て、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開すると法人等の財産の保
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護に著しい支障が生じると認められるため。 

・法人の印影 

2013年６月３日 不存在決定 

・金属の種類、品質 

理由：作成していないため。 

2013-９  欠番 

2013-10  欠番 

2013-11 2013年６月 18日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■南第四小学校トイレ改修機械設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事）

2013 年６月 21日 公開決定

・南第四小学校トイレ改修機械設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事）

2013-12 2013年６月 20日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■「平成 23 年 12月 12日付工事取りやめ届（確認番号・平成 19年６月 15 日付第 1565－４号）の

確認申請手続き書類のうち構造図と配置図

2013 年６月 28日 部分公開決定

・ 平成 23 年度 12 月 12日付「工事取りやめ届（確認番号・平成 19 年６月 15 日付第 1565－４

号）」の確認申請手続き書類のうち「構造図」と「配置図」。 

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 

2013-13 2013年６月 21日 …………………………………………（都市づくり部地区街づくり課） 

■忠生区画整理区内の旧住所 ○○○○―○番○番、○○○○―○番○番、○○○○―○番○番に

関わる「事業施工者が保管している実測図（従前の土地図）」

2013 年７月４日 決定延期

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため。

2013 年８月 15日 公開決定

・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縮尺

１：１，０００ 

2013-14 2013年 6月 24日 ……………………………………………………………（総務部法制課） 

■東京地方裁判所平成 23 年 11 月４日判決文（事件番号平成 23 年（行ウ）326 号）及び控訴、上

告があれば、それらの判決文（「判例地方自治」364 号 86 頁に掲載された事件）

2013 年７月８日 部分公開決定

・平成 23年（行ウ）第 326号裁決取消等請求事件の判決について

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当

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

・原告の住所、氏名 

2013-15 2013年 6月 27日 ……………………………………………………（環境資源部資源循環課） 

■焼却に関する運転、管理、日常点検整備、業務等、委託に対する委託契約交わした文書（最新の

もの）

2013 年 7月 10日 部分公開決定

１ 町田リサイクル文化センター廃棄物処理施設総合保守点検業務委託契約書

２ 清掃工場運転等業務委託（その２）長期継続  契約書
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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、又は識別されうるものであるため

 ・代理人の氏名、代理人の印 

：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恐れがあり、印影を公開すると法人等の財産の保護

に著しい支障が生じると認められるため

・法人の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

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

の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの

であるため

・契約書の委託設計書内訳・仕訳書 契約書の委託設計書総括表・内訳・仕訳書 

2013-16 2013年６月 26日 ……………………………………………（市民病院事務部施設用度課） 

■町田市民病院における臨床検査業務委託について

件名 臨床検査業務委託 ３年長期継続契約 入札日時  2010年９月 10日（金）

契約期間   2010年 10月１日から 2013 年９月 30 日まで

入札書３年の総価格 契約書写し 契約期間内（３年間）の月別検査項目別実績件数

直近の請求書写し

2013 年７月 10日 決定延期

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。

2013 年７月 26日 取下げ

2013-17 2013年７月 12日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市立町田第一小学校防音（２年度）及び給食室増築・改修空気調和設備工事の最低制限価格

の計算基準書

町田市立町田第四小学校防音機械設備工事の最低制限価格の計算基準書

2013 年７月 23日 公開決定

・町田市立町田第一小学校防音（２年度）及び給食室増築・改修空気調和設備工事の予定価格調

書及び最低制限価格調書（工事） 

・町田市立町田第四小学校防音機械設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事） 

2013-18 2013年７月 18日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市忠生市民センター改築給排水衛生設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事） 

2013 年 7月 23日 公開決定

・町田市忠生市民センター改築給排水衛生設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事） 

2013-19 2013年 7月 18日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■町田市忠生市民センター改築空気調和設備工事の予定価格調書及び最低価格調書（工事）

2013 年７月 23日 公開決定

・町田市忠生市民センター改築空気調和設備工事の予定価格調書及び最低制限価格調書（工事）

2013-20 2013年 7月 19日 ………………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■平成25年５月24日に東京都に提出した文書

「障害者支援施設つるかわ学園における障がい者虐待に係るアンケート結果について」

2013 年７月 24日 決定延期

理由：資料の整理・準備に時間を要するため。

2013年９月３日 部分公開決定
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第１章 情報公開請求の状況

・虐待事案（つるかわ学園）に係る東京都所管課への報告について及び補足資料の提出について

【2013年５月16日起案】 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○施設職員の氏名に関する情報であって、特定の個人が識別されてしまうため。

・虐待事案（つるかわ学園）に係る対応状況のうち施設職員の氏名 

・障害者支援施設つるかわ学園における障がい者虐待に係るアンケート結果の詳細 

：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○本事業に係る調査を行う東京都との信頼関係が損なわれることから、当該事務の実施の

目的を失わせ、公正かつ適正な業務実施を著しく困難にするため。

・虐待事案（つるかわ学園）に係る東京都所管課への報告内容のうち 東京都への報告事項  

東京都からの確認事項 

・虐待事案に係るつるかわ学園への報告内容のうち つるかわ学園への報告事項 町田市

からの確認事項 つるかわ学園からの確認事項 

：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○本アンケートは公開しないことを前提に行ったものであり、公開することによりアンケ

ート回答者との信頼関係が損なわれ、当該事務の実施の目的を失わせ、公正かつ適正な

業務実施を著しく困難にするため。

・障害者支援施設つるかわ学園における障がい者虐待に係るアンケート結果の詳細 

2013-21 2013年７月 22日 …………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■2010 年４月から路上喫煙について過料（2000 円）を適用し始めてから実際にどのぐらい減少し

たのかの資料

2013 年８月５日 公開決定

・【町田・鶴川】2012指導状況グラフ

成瀬駅周辺区域指定報告資料（2013 年度第 1回町田市ポイ捨て等防止推進委員会配布資料） 

2011 路上喫煙指導状況 

2010 路上喫煙指導状況 

2013-22 2013年 7月 22日 ………………………………………………………（建設部交通安全課） 

■2010～2012年度の町田駅周辺における放置自転車の統計が分かる資料

2013 年８月１日 公開決定

・町田駅周辺の放置状況調査について（報告） 【2010～2012年度】

2013-23 2013年７月 30日 ……………………………………………………………（総務部職員課） 

■平成 22 年度～25年度中の町田市職員の懲戒処分について（役職/処分内容 事案内容 時期など） 

2013 年８月７日 取下げ

2013-24 2013年８月５日 …………………………………………………………（総務部市政情報課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。

除外する行政情報の写し

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月26日 部分公開決定 

・個人情報取扱事業者保険についての文書 
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第１章 情報公開請求の状況 

  賠償責任保険証券及び付属別紙 

  保険料の払込に関する特約 

  告知事項等申告書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し情報が流通することによって、

印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

2013-25 2013年８月６日 ……………………………………………………（下水道部下水道管理課） 

■町田市鶴川○丁目○番○○同所○―○○及び○―○、○―○への下水管接続の件

（排水設備計画確認申請書）

2013 年８月 19日 部分公開決定

・ 確認番号 1129（設置場所 町田市鶴川○―○―○） 

① 排水設備等計画新設確認申請書

② 下水使用開始届の提出に関する念書

③ 公設桝の共同使用に関する念書

④ 案内図（２枚）

⑤ 汚水排水工事平面図

⑥ 雨水排水工事平面図

・ 確認番号 1135（設置場所 町田市鶴川○―○―○） 

⑦ 排水設備等計画新設確認申請書

⑧ 下水使用開始届の提出に関する念書

⑨ 公設桝の共同使用に関する念書

⑩ 案内図（２枚）

⑪ 汚水排水工事平面図

⑫ 雨水排水工事平面図

・ 確認番号 2221（町田市鶴川○―○―○、○○） 

⑬ 排水設備等工事完了届

⑭ 排水設備等計画建替確認申請書

⑮ 案内図

⑯ 町田市下水道新設増設改造申請図

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あって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであるため

・申請者（個人）名 施工業者の担当者名 申請者（個人）の印影 施工業者の担当者の印

影 申請者（個人）の住所 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○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。

・申請者（法人）代表者の印影 施工業者の代表者の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

○家屋の構造が明らかにされることにより、居住者の生命、身体、自由又は財産の保護に

著しい支障が生じると認められるため。

・家屋の平面図 

2013-26 2013年８月 23日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■薬師池駐車場（東１、東２、北１、北２）の 24年 12～25 年７月の GT表（毎日の T合計の月計） 

2013 年８月 28日 公開決定
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第１章 情報公開請求の状況 
 

・薬師池有料駐車場４箇所（東１、２、北１、２）の、平成 24年 12月～平成 25年７月の、日

計・月計 GTリスト 

 

2013-27 2013年８月５日 …………………………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月15日 部分公開決定 

・スポーツ教室安全保険について スポーツ安全保険加入依頼書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

    ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため 

   ・加入者の氏名 性別 年齢 

 

2013-28 2013年８月５日 ……………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月13日 公開決定 

・2013年度廃棄物減量等推進員傷害保険に関する文書 証券番号ＡＪ14367174 

 

2013-29 2013年８月５日 ……………………………………………（都市づくり部建物住宅対策課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月22日 部分公開決定 

・町田市営住宅における賠償責任保険についての文書 平成25年度賠償責任保険証券及び特約書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○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 
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第１章 情報公開請求の状況 

 

2013-30 2013年８月５日 …………………………………………………………（学校教育部指導課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月20日 部分公開決定 

・町田市中学生職場体験事業に係る文書  

2012年度職場体験 賠償責任保険 保険証券および管理財物特約書（生徒分） 

2012年度職場体験 賠償責任保険 保険証券および管理財物特約書（ボランティア分） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し情報が流通することによって、

印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

 

2013-31 2013年８月５日 ………………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月27日 部分公開決定 

・町田市放課後等子ども遊び場見守り事業保険契約（団体総合補償制度費用保険）についての文

書 保険証券（970ＥＢ 409505－１）及び給付表 

・町田市放課後等子ども遊び場見守り事業保険契約（賠償責任保険）についての文書 保険証券

（931ＬＧ 180793－３）及び別紙特約事項 

・町田市放課後等子ども遊び場見守り事業保険契約（団体総合補償制度費用保険）についての文

書 保険証券（970ＥＢ 409504－３） 

・学童保育事業傷害保険（団体総合補償制度費用保険）についての文書 保険証券（970ＥＢ 

 42110－８）及び給付表 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し情報が流通することによって、

印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

 

2013-32 2013年８月５日 ………………………………………………（子ども生活部子育て支援課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 
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第１章 情報公開請求の状況 
 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年９月３日 部分公開決定 

・賠償責任保険証券（町田市立保育園７施設） 

・傷害保険証券（町田市立保育園主催イベント参加者） 

・傷害保険証券（町田市立保育園施設入場者） 

・ファミリーサポートセンター研修・会合傷害保険加入者証 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し情報が流通することによって、

印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

 

2013-33 2013年８月５日 ……………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年８月19日 部分公開決定 

・町田市スポーツ広場事業についての文書 平成25年度保険証券（施設賠償責任保険） 

・小中学校プール開放事業についての文書 平成25年度保険証券及び特約書（プール開放参加者

向け）（傷害保険） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し情報が流通することによって、

印鑑偽造等によ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 

 

2013-34 2013年８月５日 …………………………………………………（いきいき健康部健康課） 

■平成 24 年７月１日から平成 25 年６月 30 日までの期間に執行機関「市長」と「教育委員会」が

締結した損害保険契約で保険料が 20万円以上のものの保険証券の写し。 

除外する行政情報の写し 

・公用車の自動車保険及び自賠責保険の保険証券の写し 

・全国市長会・全国市有物件災害共済会などの公的機関等との共済契約又は団体契約の保険証券

の写し 

・市民協働推進課所管の「町田市ボランティア活動災害補償制度」に係る保険証券の写し 

 2013 年８月９日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013年９月11日 部分公開決定 
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第１章 情報公開請求の状況 

・日々雇用者（雇い上げ）傷害保険についての文書 保健福祉事業の医療等業務総合賠償保険・

傷害保険 加入者証 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し情報が流通することによって、

印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

 

2013-35 2013年９月 13日 …………………………………………（都市づくり部土地利用調整課） 

■町田市との事前協議の図書 造成平面図 造成断面図 擁壁構造図 

2013 年９月 18日 部分公開決定 

 ・宅地開発事業協議願及び協議同意願及び協定書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

・事業主代表者の生年月日 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 
    ○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 

2013 年９月 18日 不存在決定 

 ・町田市との事前協議の図書 擁壁構造図 

 理由：協議の添付図書でないため存在しない 

 

2013-36 2013年９月 13日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■25 年９月市議会提出 76号議案に関する駐車場収支見積りの計算根拠 とくに経費の内訳（目的

別、性質別） 

2013 年９月 26日 決定延期 

理由：公文書の確認・精査に時間を要するため 

2013 年 11月 12日 公開決定 

 ・野津田公園内駐車場有料化業務報告書（上半期）2013年４月～９月 

 ・直営公園駐車場料金売上（2012 年 12月分～2013 年９月分） 

・ｈ25 年度公園駐車場料金徴収等業務時間一覧表（薬師池・芹が谷・忠生） 

2013 年 11月 12日 部分公開決定 

 

公文書の件名 公開しない部分 理由 

２０１２年度業務実施報告書の提出について 

（相原中央公園内駐車場有料化業務報告書） 

担当者名 （１） 

法人の印影 （２） 

２０１２年度業務実施報告書の提出について 

（野津田公園内駐車場有料化業務報告書） 

法人の印影 （２） 

２０１２年度業務実施報告書の提出について 

（町田中央公園グループ公園内駐車場有料化業務報告書） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

２０１２年度業務実施報告書の提出について 

（小野路公園グループ公園内駐車場有料化業務報告書） 

担当者名、担当者

の印影 

（１） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 
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２０１３年度業務実施報告書の提出について 

（相原中央公園内駐車場有料化業務報告書） 

担当者名 （１） 

法人の印影 （２） 

２０１３年度上半期 駐車場業務報告書 

（町田中央公園グループ） 

法人の印影 （２） 

２０１３年度上半期 駐車場業務報告書 

（小野路公園グループ） 

法人の印影 （２） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（１２月から

３月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（１２月から

３月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（４月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（４月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（５月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（５月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（６月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（６月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（７月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（７月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（８月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（８月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金徴収等業務委託料として（９月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 

請求書 

（町田市立公園駐車場料金回収等業務委託料として（９月分）） 

法人の印影 （２） 

金融機関名、預金

種別、口座番号 
（３） 
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理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

：（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

「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。 

：（３）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   法人の財産に関する情報であり、公開することにより法人の事業運営上著しく支障があると

認められるため。 

 

2013-37 2013年９月 24日 …………………………………………（都市づくり部土地利用調整課） 

■造成平面図、造成断面図 1994年５月 26日に締結した協定文書（94－６） 

2013 年９月 30日 部分公開決定 

 ・宅地開発事業協議願及び協議同意願及び協定書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報で、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。 

・個人の氏名、住所、性別、生年月日、個人の印影 

 

2013-38 2013年 10月３日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■町田市○○町○○○○―○ 既存宅地の許可の有無に関する資料 

2013 年 10 月８日 部分公開決定 

 ・既存宅地確認申請書 申請地 町田市○○町○○○○－○ 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・申請者の氏名、申請者の住所、公図に記載されている氏名、戸籍附票、住民票、印鑑登

録証明書 

：町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

 ○人の生命、身体、自由又は財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

 ・申請者の印影、文書取扱主任の印影、設計者の印影、建物平面図、課税地目、固定資産

（土地）評価格証明書 

 

2013-39 2013年 10月４日 …………………………………………………（環境資源部資源循環課） 

■竜谷事業場用地測量業務委託  

全ての積算金額 単価内訳書 

2013 年 10月 10日 公開決定 

・竜谷事業場用地測量業務委託 

  ・委託設計書 

  ・委託総括書 

  ・種別内訳書 

  ・代価明細表 

 

2013-40 2013年 10月 21日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■マレットゴルフ協会とスポーツ振興課長らのＨ25年度における相原中央公園視察の目的、内容、

及び「庁内で検討していく」と回答したことについての文書 

2013 年 10月 24日 部分公開決定 

・第二次野津田公園整備基本計画策定に向けての意見要望について（回答） 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○個人に関する情報で、特定の個人が識別され又は識別されうるものであるため。 
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・担当者氏名、理事長の携帯電話番号 

：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。 

・会長の印影 

 

2013-41 2013年 10月 21日 ………………………………………………………（政策経営部広聴課） 

■①Ｈ24年 11月８日付市長からソフトテニス連盟あての文書（第二次野津田公園整備基本計画の

関連） 

 ②マレットゴルフ協会がＨ25年４月 12日提出した常設のマレットゴルフ場建設要望書（市長あ

て） 

2013 年 10月 24日 公開決定 

・野津田公園内のテニスコート増設の要望について 

・マレットゴルフ場建設要望書 

 

2013-42 2013年 10月 24日 ……………………………………………………………（財務部営繕課） 

■町田市立鶴川第一小学校改築工事に伴う敷地測量業務委託 

 総括書 内訳書 入札締切日 2012年 10月 12日 

 2013年 10月 25日 部分公開決定 

 ・町田市立鶴川第一小学校改築工事に伴う敷地測量業務委託 総括書、内訳書 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○設計や工事監理、地盤調査等の委託については、工事の場合のような予定価格の事前公

表や内訳書の事後公表は行っておらず、業務内容によっては、設計書等を公開すること

により以後の類似業務の契約、発注業務に支障をきたす恐れがあるため。 

    ・単価及び金額 

 

2013-43 2013年 11月１日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■第二次野津田公園整備基本計画（平面図案）及びゾーニング（図）案の策定に到るまでの公園緑

地課並びにスポーツ振興課などの庁内調整会議で行った検討に関する資料 

2013 年 11月 15日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 12月 20日 部分公開決定 

・第二次野津田公園整備基本計画への屋内体育施設の要望について 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

   ○町田市第二次野津田公園整備基本計画は、現在、行政内部の意思決定が未了であるため、

公開することにより、計画決定に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・起案書の伺い文 

   ・要望内容 

 

2013-44 2013年 11月１日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■第二次野津田公園整備基本計画（平面図案）及びゾーニング（図）案の策定に到るまでの公園緑

地課並びにスポーツ振興課などの庁内調整会議で行った検討に関する資料 

2013 年 11月 15日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 12月 20日 公開決定 

・第１回町田市第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会の開催について（通知） 

・第２回町田市第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会の開催について（通知） 

・第２回第二次野津田公園整備基本企画庁内連絡会 事前説明会 議事メモ 

・ＨＰの掲載について（第１回第二次野津田公園整備基本計画懇談会の様子） 
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・ＨＰの掲載について（第２回第二次野津田公園整備基本計画懇談会） 

・ＨＰの掲載について（第３回第二次野津田公園整備基本計画懇談会） 

・ＨＰの掲載について（第４回第二次野津田公園整備基本計画懇談会の様子） 

・ＨＰの掲載について（第５回懇談会資料及び第６回懇談会傍聴案内） 

・ＨＰの掲載について（第６回懇談会資料） 

・市民意見の募集について 

2013 年 12月 20日 部分公開決定 

・第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会 

・第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会議事メモ 

・第４回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会 

・第４回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会議事メモ 

 理由：町田市情報公開条例第５条第 1項第３号に該当 

    ○「２．野津田公園の構想図面について」及び「１．ゾーニング図及び構想図について」

の図面は、現在、行政内部の意思決定が未了であるため、公開することにより、計画策

定に著しい支障が生じると認められるため。 

    ・第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会のうち「２．野津田公園の構想図面に

ついて」の図面。 

    ・第４回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会のうち「１．ゾーニング図及び構想図

について」の図面。 

 

2013-45 2013年 11月６日 …………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■桜美林大学町田キャンパスの井戸申請書類一式 揚水施設設置の届出書類及び揚水量報告に関

する文書を含む 

2013 年 11月 18日 部分公開決定 

１．地下水揚水施設既設届 

２．地下水揚水量報告書 

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、また識別されうるものであるため。 

・地下水揚水施設既設届別紙における担当者名及び担当者の印影 

・地下水揚水量報告書における揚水施設担当者氏名 

 

2013-46 2013年 11月 11日 ……………………………………………（いきいき健康部生活衛生課） 

■平成 12 年以降から現在までの、貴市における、墓地埋葬等に関する法律に関する、墓地経営許

可申請に対する、許可証及び不許可処分書等の、許可もしくは不許可を証する資料（貴市への許

可権限の移譲前に東京都において許可もしくは不許可がなされた資料で貴市が保管する物を含

む）。 

2013 年 11月 21日 取下げ 

 

2013-47 2013年 11月 13日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■全公園駐車場の GT表（加工不要、今あるものだけ） 

2013 年 11月 21日 公開決定 

 ・鶴間公園駐車場            GT 合計 

 ・芹ヶ谷公園駐車場     GT合計 

 ・忠生公園駐車場      GT 合計 

 ・日向山公園駐車場（第１） GT合計 

・日向山公園駐車場（第２） GT合計 

・薬師池公園駐車場（東１） GT合計 

・薬師池公園駐車場（東２） GT合計 

・薬師池公園駐車場（北１） GT合計 
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・薬師池公園駐車場（北２） GT合計 

・野津田公園駐車場（中央） GT合計 

・野津田公園駐車場（東）  GT合計 

・野津田公園駐車場（西１） GT合計 

・野津田公園駐車場（西２） GT合計 

・相原中央公園駐車場（第１）GT合計 

・相原中央公園駐車場（第２）GT合計 

・小野路公園駐車場（第１） GT合計 

・小野路公園駐車場（第３） GT合計 

・小野路公園駐車場（第５） GT合計 

 

2013-48 2013年 11月 13日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■薬師池公園の除草に関する仕様書、契約書と支払金額 

2013 年 11月 15日 取下げ 

 

2013-49 2013年 11月 14日 ……………………………………………………………（総務部法制課） 

■平成 20 年（ワ）第 2388号、同第 3104号、債務不存在確認請求事件（平成 21 年２月 27日判決

言渡） 

被告町田市  平成 21年１月 23日 準備書面（１） 

 東京地方裁判所八王子支部に提出した被告代理人○○○○弁護士作成の下記部分１から３のう

ち２のみ 

 参考 １の下から１行目は「（１）平成 17年８月 15日、被告は原告が加入している損害保険の

保険者であるの上から１行目は、「（６）上記（５）の請求に対し、あいおい損保（以下略） 

2013 年 11月 27日 部分公開決定 

・平成 20 年（ワ）第 2388 号、同第 3104 号債務不存在確認請求事件に係る準備書面（１）につ

いて（２頁のみ） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

     ○請求に係る裁判については、現在係争中の他の裁判に関係するものであり、公開するこ

とにより社会的影響の程度が著しく大きくなるため、今後の事務の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため 

     ・原告が加入している損害保険会社の名称及びその代理人 

 

2013-50 2013年 11月 15日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■損害保険付保状況 

一証券 保険料 20 万円以上 満期日がＨ26 年４月１日～Ｈ26 年 11 月１日まで ただし「全国

市有物件災害共済会」および「全国市町村保健活動協議会」のものを除く 

2013 年 11月 19日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2014 年１月６日 部分公開決定 

 ・町田市全スポーツ広場施設賠償責任保険（平成 25年度分） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによっ

て、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

 

2013-51 2013年 11月 18 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課）

■学校開放のクラブハウス建設について 

１、 クラブハウス建設の計画内容の推移の分かるもの。（2013年３月議会上程～企画～説明会
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資料～2013年９月議会説明～現在）及び現在生きている最新の計画・予算の分かるもの。 

２、 クラブハウス建設に関し、既に出金・発注されたものの分かる書類。また、今後、年度内

に予定されているもの。 

３、 学校開放委員会等、市民から寄せられている意見。 

2013 年 11月 27日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2014 年１月 15日 公開決定 

・地域学校開放推進事業について 

・2013 年度地域学校開放推進事業実施校の決定について 

・2013 年度地域学校開放推進事業実施校の決定について（木曽境川小学校） 

・地域学校開放推進事業第１回地域説明会 

・地域学校開放推進事業の見直し内容について 

・2013 年度当初予算（備品購入費） 

・第１回地域説明会質疑回答（2013 年８月 19日） 

・地域学校開放推進事業地域説明会質疑回答（2013 年 11月 13日） 

 ・地域学校開放推進事業に係る要望事項（町文ス第 519号） 

2014 年１月 15日 部分公開決定 

・支出命令書（成瀬中央小学校クラブハウス新築工事） 

・支出命令書（鶴川第二中学校クラブハウス新築工事） 

・支出命令書（武蔵岡中学校クラブハウス新築工事） 

・町田市及び町田市教育委員会への要望書（町要第 532 号） 

・一般開放学校施設の増強について再検討のお願い（13 町政聴要第 538号） 

・要望書（町市協第 1036号） 

・地域学校開放推進事業における質問（町文ス第 505 号） 

・意見書（13町要第 672号） 

・学校施設利用有料化とクラブハウス建設について（13 町市協要第 34号） 

・成瀬中央小学校敷地内でのクラブハウス建設について（町文ス第 627号） 

・公立小学校の施設利用有料化について（13 町政聴要第 753 号） 

・教育施設の有料化、クラブハウスの建設（町市協要第 55号） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

・債権者（法人）の支社長の氏名、差出人氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メー

ルアドレス、印影、要望者の住所、電話番号 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

 ○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。 

   ・添付の「前払金請求書」における法人の印影 

 

2013-52 2013年 11月 18日 …………………………………………………（環境資源部資源循環課） 

■清掃工場４号炉の事故について 

 １、清掃工場４号炉の事故から、復旧に至るまでの書類。事故原因の調査結果。 

 ２、ＩＨＩとの交渉の経緯、議事録と和解書面。清算スキームの分かる書面。清算状況の分かる

書類。 

 ３、再発防止策で決定しているもの。行政の管理責任等の議論がなされた会議録。 

 ４、ＩＨＩへの決定している発注物内容と予定価格（消耗品、改修工事など）及び契約書 

2013 年 12 月２日 公開決定 

〔清掃工場４号炉の事故から、復旧に至るまでの書類。事故原因の調査結果。〕 

・４号焼却炉緊急停止調査報告と対応予定について 
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〔ＩＨＩとの和解書面。清算スキームの分かる書面。清算状況の分かる書類。〕 

・清掃工場４号焼却炉事故負担金 納付書兼領収書 

2013 年 12 月２日 部分公開決定 

〔清掃工場４号炉の事故から、復旧に至るまでの書類。事故原因の調査結果。〕 

・町田リサイクル文化センター４号炉バグフィルタ他損傷に関する原因と対策の報告（収受） 

・町田リサイクル文化センター４号炉バグフィルタ他損傷に関する原因と対策の報告〔第２報〕

（収受） 

〔ＩＨＩとの和解書面。清算スキームの分かる書面。清算状況の分かる書類。〕 

・町田市清掃工場の４号焼却炉バグフィルタ他損傷に関する覚書について 

〔再発防止策で決定しているもの。〕 

・清掃工場償却施設事故防止工事（起工書） 

〔ＩＨＩへの決定している発注物内容と予定価格及び契約書〕 

・清掃工場４号乾式集じん器緊急修繕契約書（起工書含む） 

・清掃工場４号焼却炉排ガス処理設備工事（起工書） 

・清掃工場焼却施設事故防止工事（起工書） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・代理人氏名、代理人の印 

：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恐れがあり、印影を公開すると法人等の財産の保

護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・法人の印影 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

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

の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの

であるため。 

   ・起工書の仕訳書中の単価・金額・摘要欄 

2013 年 12 月２日 不存在決定 

・ＩＨＩとの交渉の経緯、議事録 

・行政の管理責任等の議論がなされた会議録 

理由：会議録を作成していないため。 

 

2013-53 2013年 11月 18日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■公園駐車場有料化について 

 １、公園駐車場有料化実施状況の分かるもの。（有料化実施に至る経緯、議会に提出されるに至

る有料化案作成の経緯も含めて） 

 ２、2012年 12月議会に提出した、有料化の収支見通しの写し（直営・指定管理共） 

 ３、2013年 11月時点での、収支状況のわかるもの。（直営・指定管理共に） 

 ４、指定管理者への赤字補てん状況の分かるもの。（名目、金額、清算時期） 

 ５、2013年８月より実施された平日無料化の収支見通しの写し。（直営、指定管理共） 

 ６、有料化前後の来場者数の分かるもの。 

 ７、市民から寄せられている苦情・意見。 

2013 年 12 月２日 公開決定 

〔公園駐車場有料化実施状況の分かるもの〕 

・受益者負担の適正化に関する基本方針の送付および、受益者負担適正化調書の作成について（依

頼）（2010年８月 10日） 

・受益者負担適正化調書（現在無料のもの）【様式３】（2010年８月 19日） 

・原価計算票【様式４】（2010年８月 19日） 
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・受益者負担適正化調書の作成について（依頼）（2011 年５月 16日） 

・受益者負担適正化調書（負担金・使用料・雑入）【様式１】（2011年５月 26日） 

・原価計算票【様式３】（2011年５月 26日） 

・受益者負担の適正化に向けた条例改正について（依頼）（2011年６月 29日） 

・受益者負担の適正化に向けた条例改正について（回答票）（2011年７月６日） 

・「受益者負担の適正化に関する基本方針（2011 年８月改正）」、及び「2011 年度受益者負担の適

正化に向けた取り組みについて」の送付について（2011 年８月 29日） 

〔2012 年 12月議会に提出した、有料化の収支見通しの写し〕 

・駐車場有料化に伴う、収支試算メモ（2012 年６月 29日） 

〔2013 年 11月時点での、収支状況の分かるもの〕 

・駐車場有料化収支実績 2013年度 

〔指定管理者への赤字補てん状況の分かるもの〕 

・財務会計システム（事業別予算差引簿照会 明細表示画面） 

・公園 料金について 

〔2013 年８月より実施された平日無料化の収支見通しの写し〕 

・駐車場運用実績（2012年 12月～2013年７月）比較及び年間収支試算による想定 

〔市民から寄せられている苦情・意見〕 

・公園 料金について 

2013 年 12 月２日 部分公開決定  

〔指定管理者への赤字補てん状況のわかるもの〕 

公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

請求書（相原中央公園） 
法人の印影 （２） 

金融機関名、預金種別、口座番号 （３） 

請求書（野津田公園） 
法人の印影 （２） 

金融機関名、預金種別、口座番号 （３） 

請求書（町田中央公園グループ） 法人の印影 （２） 

請求書（小野路公園グループ） 法人の印影 （２） 

〔市民から寄せられている苦情・意見〕 

公文書の件名 公開しない部分 公開しない理由 

野津田公園駐車場有料化（MAIL FORM） 
氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

スポーツ施設、公園等駐車場の有料化に対する問い合

わせ（メール） 

氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

野津田公園駐車場料金について（MAIL FORM） 
氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

ポプリホール鶴川と野津田公園の駐車料金（MAIL 

FORM） 

氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

野津田公園駐車場料金（MAIL FORM） 
氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

相原中央公園の駐車場利用料金発生に関して（MAIL 

FORM） 

氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

市内公園駐車場の有料化（MAIL FORM） 
氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

公園駐車場有料化（MAIL FORM） 
氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

公園等駐車場の有料化の件について（メール） 
氏名、住所、電話番号、

メールアドレス 
（１） 

公園入口駐車場についての質問 氏名 （１） 
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Fax 住所 （１） 

野津田公園駐車場の有料化について 氏名、住所 （１） 

電話要望  報告 氏名、住所、電話番号 （１） 

公園駐車場について 氏名、住所、電話番号 （１） 

スポーツセンタや公園駐車場の有料化について 氏名、住所、電話番号 （１） 

市民公園駐車場有料化について 氏名、住所、電話番号 （１） 

市の駐車場の有料化について 氏名、住所、電話番号 （１） 

公園の有料化について 氏名、住所 （１） 

テニスコートの駐車場について 氏名、住所、電話番号 （１） 

理由：（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

るため。 

（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

       ○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。 

（３）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

         ○法人の財産に関する情報であり、公開することにより法人の事業運営上著しく支

障があると認められるため。 

2013 年 12月２日 不存在決定 

・有料化前後の来場者数が分かるもの。 

理由：駐車場有料化に際して、来場者数の調査を行っていないため。 

 

2013-54 2013年 11月 18日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■清掃工場４号炉の事故について 

 ＩＨＩへの決定している発注物内容と予定価格（消耗品、改修工事など）及び契約書 

2013 年 12 月２日 部分公開決定 

・清掃工場４号炉の事故について 

清掃工場４号焼却炉排ガス処理設備工事 

清掃工場焼却施設事故防止工事 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

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

の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの

であるため。 

   ・契約原義書（契約伺額合計（税込））、入札・見積経過調書（予定価格）、予定価格調書

（契約目途額、予定価格、比較価格）、契約方法決定書（契約伺額（税込））、契約締結請

求書（負担行為伺額（税込）、契約伺額（税込）） 

  ：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。 

   ・見積書（代理人氏名、代理人の印影） 

   ・委任状（代理人氏名、代理人の印影） 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ○法人が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。 

   ・見積書（法人の印影） 

   ・委任状（法人の印影） 

   ・契約書（法人の印影） 
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2013-55 2013年 11月 29日 ……………………………………………………………（総務部総務課） 

■民事訴訟の訴状に住所を記載する必要があるため 

 １ 本文書の趣旨 

  １－１ 字句の定義 

   あ）町田市長 以下貴殿という。 

   い）土地家屋調査士 

     ○○○○ 以下○○○○という。 

   う）△△△△ 以下通知人という。 

  １－２家屋調査士○○○○ 

   あ）家屋調査士○○○○は本文書送達時点においては土地家屋調査士を廃業していると通知

人は推定する。 

     詳細は添付資料を参照のこと。 

   い）家屋調査士○○○○は廃業する前、下記の事務所に勤務していたと通知人は推定してい

る。 

     あ））勤務場所 

        郵便番号 194－XXXX 

        住 所  東京都町田市○○町 x丁目 xx番 x号 

             有限会社  ○○○○事務所 

  １―３ ○○○○の居所を知りたい根拠 

あ）通知人は１－１－２－い）－あ））項の代表者に郵便で、○○○○の現住所（居所）の

開示をもとめたところ、開示を拒絶された。 

い）通知人は現在民事訴状を作成中であり、○○○○の現住所（居所）を記載する必要が

あるため。 

 ２ 通知人の対応 

  あ）有限会社○○○○事務所の代表者に郵便にて○○○○の居所の開示を依頼した。 

  い）本私文書作成時点までに通知人宛て回答がない。 

  う）日本土地家屋調査士会連合会会長に郵便で○○○○の居所の開示を依頼した。 

  え）２－う）項の結果は、開示不可との連絡をうけた。詳細は添付資料を参照すること。 

 ３ 貴殿への依頼 

  あ）○○○○の現住所が町田市であると考えられたためである。 

  い）○○○○の郵便番号、居所「現住所」の開示を依頼する。 

 ４ 文書送達先 

  あ）３項に示す、貴殿への依頼事項に関して下記宛て「４－い）項」送達していただけるよう

貴殿に依頼します。 

  い）郵便番号 XXX-XXXX 

       東京都△△市△△町 xxx番地の x  △△△△宛て 

５ その他 

  あ）正本は貴殿宛てに１部送付した。 

  い）副本は通知人控えである。 

    通知人 △△△△  印 

2013 年 12 月６日 不存在決定 

 ・土地家屋調査士○○○○の郵便番号、居所「現住所」 

理由：土地家屋調査士資格の認定に関する業務は、当市のいずれの部署においても所管しておら

ず、また、土地家屋調査士名簿を保有する部署も存在しないため。  

 

2013-56 2013年 12月 12日 ……………………………………………（いきいき健康部保険年金課） 

■東京地方裁判所提訴 

 事件番号：平成 22年（ワ）第 14358号 

       証人等調書  25年８月６日 
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      証人等調書  25 年 10月 18日 

2013 年 12月 26日 決定延期 

・公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2014 年２月 10日 部分公開決定 

・東京地方裁判所提訴 

 事件番号：平成 22年（ワ）第 14358号 

 ①証人等調書 25年８月６日 

 ②証人等調書 25年 10月 18日 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

     ○請求に係る文書は、現在係争中の裁判に関するものであり、公開することにより社会的

影響が著しく大きくなり、今後の事務の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施

を著しく困難にすると認められるため。 

    （①について） 

    ・証人の氏名、住所、印影 

    ・証言の中に出てくる主治医その他の担当医の氏名、法人社員の氏名、訴訟代理人の氏名 

    ・原告復代理人、被告人、被告代理人の氏名 

    （②について） 

    ・証人の氏名、住所、印影 

    ・証言の中に出てくる患者（①の調書の証人）の氏名 

    ・①の調書の証人を診療した医師 

    ・①の調書の証人の訴訟代理人 

    ・原告代理人、被告人、被告代理人の氏名 

 

2013-57 2013年 12月 24日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市公園駐車場運用実績 

 2013年８月～2013年 12月 24日までで確定しているもの 

2013 年 12月 26日 決定延期 

・公文書の確認・精査に時間を要するため。 

2014 年１月 17日 公開決定 

・駐車場収支実績 2013年４月～10 月 

 

2013-58 2013年 11月 15日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■損害保険付保状況 

一証券 保険料 20 万円以上 満期日がＨ26 年４月１日～Ｈ26 年 11 月１日まで ただし「全国

市有物件災害共済会」および「全国市町村保健活動協議会」のものを除く 

2013 年 11月 19日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 11月 26日 公開決定 

・2013 年度廃棄物減量等推進員傷害保険に関する文書 

証券番号 ＡＪ14367174 

 

2013-59 2013年 11月 15日 ……………………………………………（子ども生活部子育て支援課） 

■損害保険付保状況 

一証券 保険料 20 万円以上 満期日がＨ26 年４月１日～Ｈ26 年 11 月１日まで ただし「全国

市有物件災害共済会」および「全国市町村保健活動協議会」のものを除く 

2013 年 11月 19日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 12月 11日 部分公開決定 

 ・賠償責任保険証券（町田市立保育園７施設） 
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 ・傷害保険証券（町田市立保育園主催イベント参加者） 

 ・傷害保険証券（町田市立保育園施設入場者） 

 ・ファミリーサポートセンター研修・会合傷害保険加入者証 

 ・ファミリーサポートセンター補償保険（育児）加入者証 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによっ

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

生じると認められるため。 

    ・法人の印影 

 

2013-60 2013年 11月 15日 …………………………………………………（いきいき健康部健康課） 

■損害保険付保状況 

一証券 保険料 20 万円以上 満期日がＨ26 年４月１日～Ｈ26 年 11 月１日まで ただし「全国

市有物件災害共済会」および「全国市町村保健活動協議会」のものを除く 

2013 年 11月 19日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 11月 28日 部分公開決定 

 ・日々雇用者（雇い上げ）傷害保険についての文書 

  保健福祉事業の医療等業務総合賠償保険・傷害保険 加入者証 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによっ

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

生じると認められるため。 

    ・法人の印影 

 

2013-61 2013年 11月 15日 …………………………………………（都市づくり部建物住宅対策課） 

■損害保険付保状況 

一証券 保険料 20 万円以上 満期日がＨ26 年４月１日～Ｈ26 年 11 月１日まで ただし「全国

市有物件災害共済会」および「全国市町村保健活動協議会」のものを除く 

2013 年 11月 19日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 11月 21日 部分公開決定 

・町田市営住宅における賠償責任保険についての文書 

  平成 25 年度賠償責任保険証券及び特約書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○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 

 

2013-62 2013年 11月 15日 ………………………………………… （子ども生活部児童青少年課） 

■損害保険付保状況 

一証券 保険料 20 万円以上 満期日がＨ26 年４月１日～Ｈ26 年 11 月１日まで ただし「全国

市有物件災害共済会」および「全国市町村保健活動協議会」のものを除く 

2013 年 11月 19日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2013 年 12 月９日 部分公開決定 

・町田市放課後等子ども遊び場見守り事業保険契約（団体総合補償制度費用保険）についての文

書 
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 保険証券（970ＥＢ 430842-0）及び給付表 

・町田市放課後等子ども遊び場見守り事業保険契約（賠償責任保険）についての文書 

 保険証券（931ＬＧ 222539-3）及び別紙特約事項 

・学童保育事業傷害保険（団体総合補償制度費用保険）についての文書 

 保険証券（970ＥＢ 421110-8）及び給付表 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

    ○法人が実印として使用している印鑑の印影であり、公開し、情報が流通することによっ

て、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、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 

 

2013-63 2014年１月９日 ……………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■１ 第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会（7/24）において、構想図面について審議

した結果（１）「現段階ではゾーニング図で示せばよい」（２）拡張予定エリア等が「分かる

図面にする」とあるが、 

  ①（１）ゾーニング図でよいとした理由は何でしょうか。構想図面を示さなかった理由は何で

しょうか？連絡会で説明した内容についてのメモ、資料を提示して下さい。 

  ②拡張予定エリアについて、いつの時点から所有者との交渉に入りましたか？エリアが明確に

なったのはいつですか？この問題についての資料を下さい。 

 ２ 第４回庁内連絡会（8/8）で扱った「ゾーニング図及構造図」とは何でしょうか。資料を提

示して下さい。 

 ３ 第２回庁内連絡会（5/17、5/21）の「公園整備の方向性について」に関する資料 

2014 年１月 23日 不存在決定 

理由：文書を作成していないため。 

 

2013-64 2014年１月９日 …………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■１ 第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会（7/24）において、構想図面について審議

した結果（１）「現段階ではゾーニング図で示せばよい」（２）拡張予定エリア等が「分かる

図面にする」とあるが、 

  ①（１）ゾーニング図でよいとした理由は何でしょうか。構想図面を示さなかった理由は何で

しょうか？連絡会で説明した内容についてのメモ、資料を提示して下さい。 

  ②拡張予定エリアについて、いつの時点から所有者との交渉に入りましたか？エリアが明確に

なったのはいつですか？この問題についての資料を下さい。 

 ２ 第４回庁内連絡会（8/8）で扱った「ゾーニング図及構造図」とは何でしょうか。資料を提

示して下さい。 

 ３ 第２回庁内連絡会（5/17、5/21）の「公園整備の方向性について」に関する資料 

2014 年１月 21日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2014 年３月 10日 公開決定 

・第２回町田市第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会の開催について（通知） 

・第２回 第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会 事前説明会 議事メモ 

・ＨＰの掲載について（第２回第二次野津田公園整備基本計画懇談会） 

・ＨＰの掲載について（第３回第二次野津田公園整備基本計画懇談会） 

・ＨＰの掲載について（第４回第二次野津田公園整備基本計画懇談会の様子） 

2014 年３月 10日 部分公開決定 

・第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会 

・第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会議事メモ 

・第４回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会 

・第４回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会議事メモ 
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 理由：町田市情報公開条例第５条第 1項第３号に該当 

    ○「２．野津田公園の構想図面について」及び「１．ゾーニング図及び構想図について」

の図面は、現在、行政内部の意思決定が未了であるため、公開することにより、計画決

定に著しい支障が生じると認められるため。 

    ・第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会のうち「２．野津田公園の構想図面に

ついて」の図面。 

    ・第４回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会のうち「１．ゾーニング図及び構想図

について」の図面。 

2014 年３月 10日 不存在決定 

・１ 第３回第二次野津田公園整備基本計画庁内連絡会（7/24）において、構想図面について審

議した結果（１）「現段階ではゾーニング図で示せばよい」（２）拡張予定エリア等が「分

かる図面にする」とあるが、 

   ②拡張予定エリアについて、いつの時点から所有者との交渉に入りましたか？エリアが明確

になったのはいつですか？この問題についての資料を下さい。 

理由：・交渉記録は作成していないため。 

   ・計画決定の起案はしていないため。 

 

2013-65 2013年 11月 18日 ……………………………………………………………（財務部契約課） 

■学校開放のクラブハウス建設について 

 ・クラブハウス建設に関し、既に出金・発注されたものの分かる書類。また、今後、年度内に予

定されているもの。 

2013 年 11月 27日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2014年１月14日 部分公開決定 

 ・①鶴川第二中学校クラブハウス新築工事請負契約書 

  ②成瀬中央小学校クラブハウス新築工事請負契約書 

  ③町田第四小学校クラブハウス新築工事請負契約書 

  ④武蔵岡中学校クラブハウス新築工事請負契約書 

  ⑤木曽境川小学校クラブハウス新築工事請負契約書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

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

障が生じると認められるため。 

    ・法人の印影 

 

2013-66 2013年 11月 18日 ……………………………………………………………（財務部営繕課） 

■学校開放のクラブハウス建設について 

 ・クラブハウス建設に関し、既に出金・発注されたものの分かる書類。また、今後、年度内に予

定されているもの。 

2013 年 11月 27日 決定延期 

・公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2014 年１月 16日 公開決定 

・工事中止通知書（木曽境川小学校クラブハウス新築工事） 

 

2013-67 2014年１月９日 ………………………………………………………（財務部庁舎活用課） 

■庁舎の工事に関する一切の文書。但、業者選定を含む 

2014 年１月 15日 取下げ 
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2013-68 2014年１月 22日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市内における過去３年間（2011、2012、2013）の路上で亡くなった動物について 

 ①路上で亡くなった動物の数が分かる文書 

 ②動物の分類ごとの数（猫○匹、犬○匹、鳥○匹 etc）が分かる文書 

 ③それらの遺体の処分にかかった費用が分かる文書 

2014 年１月 24日 取下げ 

  

2013-69 2014年１月 24日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■コストコ多摩境倉庫店の車路スロープ崩落事故の事故原因について、町田市が町田市議会本会議

や町田市議会委員会において答弁を行なった内容が明らかになる文書等 

2014 年２月３日 公開決定 

・平成 23年（2011年）第４回町田市議会定例会建設常任委員会資料「コストコホールセール多

摩境倉庫店スロープ崩落事故について」 

 

2013-70 2014年１月 24日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■町田市が作成したコストコ多摩境倉庫店車路スロープ崩落事故にかかるＪＡＳＣＡによる構造

設計再審査報告書等の事故原因報告書等 

 コストコホールセールジャパン株式会社から町田市に対し提出されたコストコ多摩境倉庫店車

路スロープ崩落事故 事故原因調査結果報告書等 

2014 年２月３日 非公開決定 

・①（社）日本建築構造技術者協会による技術的検討結果報告書。 

 ②コストコホールセールより提出された調査結果報告書。 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○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、公開することにより当該事務

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

れるものであるため。 

 

2013-71 2014年１月 24日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■下記の各日付におけるコストコ多摩境倉庫店の建築確認申請書及び計画変更確認申請書に添付

された構造図、意匠図及び構造計算書 

 平成 13年 12月 13日、平成 14年１月 25 日、平成 14 年４月９日、平成 14 年７月５日 

2014 年２月３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）の写し。（Ｎｏ．１） 

２．構造図：当初分（確認番号：平成 13年度町田市第 2342号）の写し。（Ｎｏ．２） 

３．意匠図：当初分（確認番号：平成 13年度町田市第 2342号）の写し。（Ｎｏ．３） 

４．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。（Ｎｏ．

４） 

５．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。（Ｎｏ．５） 

６．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。（Ｎｏ．６） 

７．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。（Ｎｏ．７） 

８．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。（Ｎｏ．８） 

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、講習修了者及び計算書作成者の氏名及び印影並

びに講習修了証番号 

   ・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 
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   ・建築設備に関し意見を聴いた者の氏名 

  ：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 

   ・設計者の印影 

 

2013-72 2014年１月 28日 ……………………………………………………………（市民部市民課） 

■「町田市住民基本台帳事務取扱規則第 16条の２」の適用に際して、 

 一 戸籍の附票を交付しないとの処分（不利益処分）を下す根拠となるべき判断の基準を定めた

文書。 

   例えば、行政手続法第十二条又は第五条の規定に対応する処分基準、又は審査基準など。 

 二 他の自治体から「住民基本台帳に基づく支援措置の決定」がなされていることが通知された

際の町田市長の取扱いを定めた文書。 

 三 その他、上記規則の適用に際しての注意事項を定めた関連文書、内部規定類。 

2014 年２月 10日 非公開決定 

・町田市住民基本台帳事務における支援事務取扱要領 

理由：町田市情報公開条例第 13条第２項に該当 

   ○図書館、市政情報課で閲覧及び複写が可能であるため。 

2014 年２月 10日 不存在決定 

・「町田市住民基本台帳事務取扱規則第 16条の２」の適用に際して、三 その他、上記規則の適

用に際しての注意事項を定めた関連文書、内部規定類。 

理由：上記件名に関する関連文書、内部規定類を作成していないため。 

 

2013-73 2014年２月 10日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■開発行為に関する工事の検査済証（11町都開開第 22号の２ 2011 年９月８日）を発行するため

に行った検査等、現地調査等、打ち合わせ等、指示等に関する全ての文書。中間時及び竣工時等

行った検査全ての野帳等、メモ等、データ等、写真等、検査報告書等、検査復命書等、検査基準

等、検査方法等、検査内容等、検査に要する検査機器について等、全てを含む。 

2014 年２月 19日 部分公開決定 

・町田市○○町○丁目○番○の開発行為に係る許可申請書等一式 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

 ○個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報であるため 

 ・代表取締役の生年月日 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

 ○公開することにより印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、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 

 ・代表取締役の印影、設計代表者の印影、預金銀行公印の印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

 ○公開することにより、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 

 ・事業者の納税証明金額、事業者の預金残高金額 

：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、工事現場管理者の印影 
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第１章 情報公開請求の状況

2014 年２月 19日 不存在決定 

・中間時及び竣工時等行った検査全ての野帳等、メモ等、データ等、写真等、検査報告書等、検

査復命書等、検査機器について等に関する文書等 

理由：①野帳等、メモ等、データ等について 

検査調書に転記後、廃棄したため 

②写真等、検査報告書等、検査復命書等

提出を義務付けておらず、本件について収受していないため

③検査機器について等

市において、検査機器を使用しないため

2013-74 2014年３月 28日 ……………………………………………………………（市民部市民課） 

■東京都○○（市区町村）長から転送を受けた次の文書であって、本公文書公開請求者を「加害者」

として特定しているもの。

一 「住民基本台帳事務における支援措置申出書（写）転送通知書」

二 「支援措置申出書の写し」

2014 年４月 11日 存否応答拒否

理由：請求された公文書は、その存否を明らかにするだけで、特定個人の生命・身体又は名誉が

侵害されると認められるため。 
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第１章 情報公開請求の状況 

３ 年度・実施機関別情報公開請求の件数（2004 年度以降、括弧内は取下げ件数） 

実施機関
　　年度
 種別

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 計

請　求 66(2) 74(5) 77(8) 75(6) 106(6) 95(7) 255(8) 115(12) 162(16) 70(5) 1095(75)

不服申立て 1 6 21 22 11 2 63 

請　求 6 5(1) 7(1) 12(1) 2 24 6(1) 17 1 80(4)

不服申立て 0 

請　求 0 

不服申立て 0 

請　求 2 1 1 4 

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 5 1(1) 12(1)

不服申立て 0 

請　求 1 1 3 2 1 1 2 11 

不服申立て 0 

請　求 73(2) 80(6) 93(9) 95(7) 107(6) 101(7) 283(8) 126(14) 185(16) 72(6) 1215(81)

不服申立て 0 0 1 6 21 22 11 2 0 0 63 

議　会

計

病院事業
管理者

市　長

教育委員会

選挙管理
委員会

監査委員

固定資産評価

審査委員会

農業委員会
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