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第２章 個人情報開示等請求の状況 

 

１ ２０１４年度の経過 

２０１４年度の請求の特徴としては、住民票の写し等交付請求書や印鑑登録証明書交付申請

書に関する記録に関する記録及び生活保護に関する記録等の開示請求が数多く行われました。 

１年間の請求件数は７７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）２０１４年度実施機関別個人情報開示等請求件数 

実 施 機 関 主 管 部 課 件 数 小 計 

市 長 

財 務 部 
市 民 税 課 4 

６１ 

（内取り下げ 1） 

資 産 税 課 1 

市 民 部 

市 民 協 働 推 進 課 1 

市 民 課 33 

南 市 民 セ ン タ ー 3 

な る せ 駅 前 

市 民 セ ン タ ー 
3 

小山市民センター 1 

地 域 福 祉 部 

福 祉 総 務 課 1 

生 活 援 護 課 
5 

（内取下げ 1） 

障 が い 福 祉 課 3 

いきいき健康部 
高 齢 者 福 祉 課 4 

介 護 保 険 課 2 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 

教 育 総 務 課 5 
１６ 

（内取り下げ 2） 指 導 課 
11 

（内取下げ 2） 

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 
 

７７ 

（内取り下げ 3） 

７７ 

（内取り下げ 3） 

 

※開示等とは開示、訂正、消去等及び利用等の中止をいいます。 
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（２）請求者区分別請求件数 

請求者区分 市内に住所を有する個人 市外に住所を有する個人 合計 

請求者数 ４７人 ７人 ５４人 

請求件数 ７０件 ７件 ７７件 

※１人当たりの請求件数約１．4件、１人最大請求件数９件(市内に住所を有する個人、市外に住所を有する個人) 

 

 

 

（３）請求に対する決定区分別件数 

決  定  区  分 

合計 
開示等 部分開示等 非開示等 不存在 

存否応答 

拒否 

３５件 ２４件 ４件 ３４件 ０件 ９８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 ２件 ２２件 ３件 ０件 １０件 ０件 ０件 ３７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 ２０１４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・・・・・・・・ 

 

 

2014-１ 2014年４月 24日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○小学校１年から６年生までの指導要録、成績表など、 

平成元年入学、小学校生活が健全に過ごせていたことを証明できる書類 

2014 年５月８日 決定延期 

理由：対象文書が特定できないため。  

2014 年５月 28日 取下げ 

 

2014-２ 2014年４月 24日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○中学校１年から３年までの指導要録、成績表など、 

平成七年入学、本人の中学校生活が健全に行なわれていたことを示す書類 

2014 年５月８日 決定延期 

理由：対象文書が特定できないため。  

2014 年５月 28日 取下げ 

 

2014-３ 2014年５月７日 開示請求 ………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活援護課において、2014 年４月に転居の要請が却下された件について、会議の記録開示（お

よび判断に関わった医師の所属・氏名） 

2014 年５月 16日 部分開示決定 

・ケース検討会議記録票 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第２号に該当 

  ○個人の評価、診断、判定等に関するものであって、本人等に開示をしないことが明らか 

に正当であると認められるため。 

 ・世帯類型、訪問類型 

2014 年５月 16日 不存在決定 

・判断に関わった医師の所属、氏名 

理由：判断に関わった医師がいないため。 

 

2014-４ 2014年５月 14日 開示請求 ……………………………………（市民部南市民センター） 

■○○○○、○○、○○の３人の子の住民移動届、委任状 2014年４月１日～同年４月 

30日迄 

2014 年５月 28日 部分開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○、○○、○○の市内転居を届け出た、 

2014年４月 24日 南市民センター受付分の住民異動届 

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。 

  ・窓口に来た人の電話番号、氏名 
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  ・新しい住所、世帯主の氏名、フリガナ 

  ・個人情報開示等請求者本人以外の異動者の氏名、フリガナ、生年月日、性別、続柄、介護

認定欄、後期高齢者医療証欄、国保欄、印鑑欄 

 

2014-５ 2014年５月 19日 開示請求 ……………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■高齢者福祉課にある私の個人情報全て 

2014 年５月 30日 決定延期 

 理由：文書の精査に時間を要するため。 

 2014 年７月 18日 部分開示決定 

 ・○○○○ファイルＮＯ１ファイル 

 ・○○○○ファイルＮＯ２ファイル 

 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ため 

・ＮＯ１ファイル中、理由説明書修正前部分 

：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権利利益を侵害する恐 

れがあるため 

・介護保険相談内容記録票中氏名、住所、男女の別、生年月日 

・「１月 30 日（水）○○○○への苦情：相談者（息子）○○○○」中２重線以下の意見 

・「認定情報照会画面」中、画面見出し部分以下全ての画面 

・ＮＯ２ファイル中、２月５日：氏名、２月７日同日：氏名、意見、２月８日：氏名及び 

意見、２月 25 日：氏名及び意見 

 

2014-６ 2014年５月 19日 開示請求 ……………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■母親の成年後見人の○○○○の事をどのように知ったのか？示す文書 

 2014 年５月 30日 決定延期 

理由：文書の捜索・精査に時間を要するため。 

2014 年７月 18日 開示決定 

 ・○○○○ファイルＮＯ２ファイル中、諮問 591 号書類部分 

 

2014-７ 2014年５月 19日 開示請求 ……………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■誰が母親が○○○○に入所した時に職員が対応したのか？示す文書 

2014 年５月 30日 決定延期 

 理由：文書の捜索・精査に時間を要するため。 

2014 年７月 18日 不存在決定 

理由：○町田市情報公開・個人情報保護審査会 2009 年度第３号、第４号、第５号事件答申の「第

６ 審査会の判断」に記載されたとおり、「意見書」を作成し、入所順位を早めるよう

○○○○に求めており、一連の経緯の中で、唯一、この「意見書」が○○○○に提供さ

れた文書と認められたが、「意見書」の写しは現に存在しておらず、「意見書」に請求者

に関する記載があったかどうか確認できないため。 

 ：○確認のため、上記以外で申立人が請求した文書を再度捜索したが、存在した記録が発 

見できないため。 

 

2014-８ 2014年５月 26日 開示請求 …………………………………（市民部小山市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書 2012年１月１日～2014年５月 26日 

2014 年６月５日 開示決定 

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

2013年３月 19日 小山市民センター受付分の印鑑登録証明書交付申請書 



第２章 個人情報開示等請求の状況 

 23 

2014 年６月５日 部分開示決定 

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

2012年１月 30日 小山市民センター受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

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 

  ○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。 

 ・「窓口にきた方（申請者）」欄の住所、電話番号、氏名、ふりがな、生年月日 

 ・開示請求者以外の①「住民票の写し等」欄の必要な方の住所、必要な方の氏名、使う方 

の住所、氏名、使いみち、③「印鑑登録証明書」欄の住所 

 

2014-９ 2014年５月 26日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部福祉総務課） 

■高齢者福祉課と共有している福祉総務課にある私の個人情報全て 2009年度第３号、４号、５

号事件答申とそれ以外全て 

 2014 年６月４日 不存在決定 

理由：2009年度第３号・４号・５号事件答申書のとおり、問い合わせメモは存在したが、答申書

にもあるとおり、2011年４月頃廃棄したため。また、同事件の審査中に福祉総務課内を調

査したが、申請者に関する記録は存在しなかったため。 

 

2014-10 2014年６月２日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■平成 26年１月～平成 26年６月２日までに請求された私の戸籍証明等交付請求書 

 2014 年６月４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 2014年１月１日から 2014 年６月２日までの分 

 理由：2014 年１月１日から 2014 年６月２日までの期間に上記件名の戸籍証明書等を交付した事

実はありません。よって、戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-11 2014年６月３日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■2014年３月１日～2014年６月３日迄 戸籍証明書等交付請求書 

2014 年６月９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 2014 年３月１日から 2014 年６月３日までの分 

理由：2014 年３月１日から 2014 年６月３日までの期間に上記件名の戸籍証明書等を交付した事

実はありません。よって、戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-12 2014年６月３日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■私の住民票、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 2014.３.１～2014.６.１ 

2014 年６月９日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、 

 2014年４月 15 日 市民課受付分の住民票の写し等交付請求書 

2014 年６月９日 不存在決定 

・本籍 町田市○○町○○○○番地○○ 住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○

○の戸籍証明書等、印鑑登録証明書を請求した、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交

付申請書 2014年３月１日から 2014年６月１日までの分 

理由：2014 年３月１日から 2014 年６月１日までの期間に上記件名の戸籍証明書等、印鑑登録証

明書を交付した事実はありません。よって、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交

付申請書は存在いたしません。 

 

2014-13 2014年６月３日 開示請求……………………………………………………（市民部市民課） 

■私の住民票・戸籍証明書等交付請求書・印鑑登録証明書交付申請書 2014.３.１～2014.６.１ 
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2014 年６月９日 不存在決定 

・本籍 町田市○○町○○○○番地○○ 住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○

○の住民票の写し等、戸籍証明書等、印鑑登録証明書を請求した住民票の写し等交付請求書、

戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 2014 年３月１日から 2014 年６月１日

までの分 

理由：2014 年３月１日から 2014 年６月１日までの期間に上記件名の住民票の写し等、戸籍証明

書等、印鑑登録証明書を交付した事実はありません。よって、住民票の写し等交付請求書、

戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2014-14 2014年６月３日 開示請求 ………………………………………………（財務部市民税課） 

■課税・非課税証明書 固定資産・評価証明書、公課証明書、課税（補充）台帳登録事項記載証明

書（Ｈ25.３.１～Ｈ26.６.３） 

2014年６月 17日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の課税・非課税証明書を請求した 

 １．2014 年５月８日市民課受付分の課税・非課税、納税証明書交付申請書 

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 

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

があるため。 

  ・１．の文書のうち、申請者欄の住所、氏名、電話番号、必要な方欄のうち、あなたとの 

関係 

2014 年６月 17日 不存在決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の 

① 課税・非課税証明書を請求した課税・非課税、納税証明書交付申請書 2013 年３月１日か

ら 2013 年３月 31 日までの分 

② 固定資産評価証明書を申請した固定資産税証明等交付申請書 2013 年３月１日から 2014

年６月３日までの分 

③ 固定資産公課証明書を申請した固定資産税証明等交付申請書 2013 年３月１日から 2014

年６月３日までの分 

④ 固定資産課税（補充）台帳登録事項証明書を申請した固定資産税証明等交付申請書 2013

年３月１日から 2014 年６月３日までの分 

 理由：2013 年４月１日から 2014 年６月３日までの期間に、上記件名のうち、②、③、④の証明

書を交付した事実はありません。よって、固定資産評価証明書、固定資産公課証明書、固

定資産課税（補充）台帳登録事項証明書の交付申請書は存在しません。また、①、②、③、

④の交付申請書は、町田市文書管理規程上１年保存の公文書です。そのため、2013 年３月

１日から 2013 年３月 31 日の間の各交付申請書は保存年限が終了し、同規程第 39 条に基

づき廃棄済みであり、存在いたしません。 

 

2014-15 2014年６月 27日 開示請求 ……………………………………………（財務部資産税課） 

■５月１日～５月末日までに提出された書類 相続人代表者（変更）届出書 

2014 年７月１日 部分開示決定 

・○○○○に相続人代表者を変更するため、５月 12 日に提出された相続人代表者（変更）届出

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 

  ○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。 

・被相続人の氏名、死亡年月日、名寄番号 

・変更前代表者の氏名、フリガナ、印影、被相続人と変更前代表者の続柄、住所、電話番 

号、宛名コード 
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2014-16 2014年７月１日 開示請求 ………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■今年 2014年に私が「町田市消費生活センター（ご担当：○○氏）」に相談した、相手方から得た

ものを含む全ての情報 

2014 年７月 11日 開示決定 

 ．消費生活相談情報＜情報番号：○○○○＞ 

2014 年７月 11日 部分開示決定 

 ．消費生活相談情報（メモ）＜情報番号：○○○○＞ 

 理由：町田市個人情報保護条例第21条第１項第３号に該当 

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

おそれがあるため。 

 ・電話に出られた方の氏名 

 

2014-17 2014年７月３日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書 平成 23年 11月 23日～26年７月３日 

2014 年７月８日 開示決定 

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

①2011年 11月 24 日 町田駅前連絡所受付分の戸籍証明書等交付請求書・印鑑登録証明書交付 

申請書 

②2011年 11月 29 日 町田駅前連絡所受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

③2012年８月 16 日 町田駅前連絡所受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

④2012年 11月８日 町田駅前連絡所受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

⑤2013年４月３日 市民課受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

 

2014-18 2014年７月７日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■私の住民票の写し 2014年７月５日～2014年７月７日 

 2014 年７月 14日 不存在決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した住民票の

写し等交付請求書 2014 年７月５日から 2014年７月７日までの分 

理由：2014 年７月５日から 2014年７月７日までの期間に上記件名の住民票の写し等を交付した 

事実はありません。よって、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-19 2014年７月 11日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課） 

■私の平成 26年度、市・都民税の課税根拠となる以下の書類 

 １）平成 25年分 確定申告書（国税庁） 

 ２）同      更正決定通知（国税庁） 

2014 年７月 15日 開示決定 

・平成 25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Ｂ 

・平成 25年分の更正決定決議書 

 

2014-20 2014年７月 15日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■判定に関する書類、身体障害者更生指導台帳 

2014 年７月 29日 開示決定 

・判定依頼書 

・判定書 

・判定依頼書について（回答） 

2014 年７月 29日 部分開示決定 

・身体障害者更生指導台帳 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

  ○第三者に関する情報であって、開示することにより、当該第三者のプライバシーを侵害 
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する恐れがあるため。 

  ・１枚目裏面に添付の、母に係る「昭和 62 年分 給与所得の源泉徴収票」 

  ・１枚目裏面「家計の状況」欄及び「環境」欄のうち、母に関する負債額及び租税公課額 

  ・２枚目「課税状況」欄のうち、本人以外に関する事項 

 

2014-21 2014年７月 23日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑証明書が平成 26年４月１日から７月 22日までの間に発行された記録 

2014 年７月 29日 不存在決定 

 ・住所 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。2014 年４月１日から 2014年７月 22日までの分 

理由：検索の結果、2014 年４月１日から 2014 年７月 22 日までの期間に上記件名の印鑑登録証

明書の交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2014-22 2014年８月 11日 開示請求 ………………………………（いきいき健康部介護保険課） 

■介護認定調査票 表 特記事項含む 新規・更新 主治医意見書 

2014 年８月 19日 非開示決定 

 ・介護認定審査会資料 

・認定調査票特記事項 

・主治医意見書の写し 

 理由：町田市個人情報保護条例施行規則第 10条の３第３号に該当する財産に係る死者の保有個 

人情報ではないため。 

 

2014-23 2014年８月 21日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書の 2014年８月 15日～2014年８月 21 日の発行記録 

2014 年８月 26日 不存在決定 

・住所 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 2014 年８月 15 日から 2014年８月 21日までの分 

理由：2014 年８月 15日から 2014年８月 21日までの期間に上記件名の印鑑登録証明書を交付し 

た事実はありません。よって、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2014-24 2014年８月 22日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■私の印鑑登録証の発行記録（申請書）平成 26年８月 22日迄の可能の限 

2014 年８月 29日 開示決定 

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

2014年２月 24日 市民課受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

 

2014-25 2014年８月 25 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■2014年８月 25日現在有効の障害支援区分の認定に関する文書 

2014 年８月 29日 開示決定 

・障害福祉サービス等支給決定台帳（次のア～オを含む） 

ア．介護給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 

イ．利用意向調査票 

ウ．勘案事項整理票 

エ．概況調査票 

オ．医師意見書 

 

2014-26 2014年９月９日 開示請求 ………………………………………（市民部南市民センター） 

■印鑑登録証明書交付申請書Ｈ26.１.１～Ｈ26.９.８ 

2014 年 9月 16日 開示決定 
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・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の印鑑登録証明書を申請した、 

2014年２月 21日 南市民センター受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

 

2014-27 2014年９月９日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書 2014年１月１日～2014年９月８日 

 2014 年９月 12日 不存在決定 

・住所 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 2014 年１月１日から 2014年９月８日までの分 

理由：2014 年１月１日から 2014年９月８日までの期間に上記件名の印鑑登録証明書を交付した 

事実はありません。よって、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2014-28 2014年９月 25日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付請求書 2014年１月１日～2014年９月25日 

2014 年 10月１日 不存在決定 

・住所 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 2014年１月１日から 2014 年９月 25 日までの分 

理由：2014年１月１日から 2014年９月 25 日の期間に上記件名の住民票の写しを交付した事実は

ありません。よって、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-29 2014年９月 30日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■○○○○の住民票の発行記録 2014年９月 10日～９月 30日 

2014 年 10月７日 不存在決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した住民票の

写し等交付請求書 

理由：2014年９月10日から2014年９月30日までの期間に上記件名の住民票の写し等を交付した事 

実はありません。よって、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 
2014-30 2014年 10月３日 開示請求 ……………………………………（市民部南市民センター） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書 2012.４.１～2014．10.３ 

 2014 年 10月８日 開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写しを請求した、 

 ・2012年 10月 15 日 南市民センター南町田駅前連絡所受付分の住民票の写し等交付請求書 

 ・2014年９月 30 日 南市民センター南町田駅前連絡所受付分の住民票の写し等交付請求書 

 2014 年 10月 14日 不存在決定 

 ・住所 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 2012 年４月１日から 2014年 10月３日までの分 

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

求書は存在いたしません。 

 

2014-31 2014年 10月６日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■私の 2014.７/１～９/30の住民票の申請書、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請

書 

 2014 年 10月 17日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等、印

鑑登録証明書を請求した、 

① 2014年９月５日 市民課受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等、印鑑登録証明書交付請求

書 

② 2014年９月５日 市民課受付分の住民票の写し等交付請求書 

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

があるため。 

① のうち 

・窓口に来た方の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

・住民の写し等：必要な方の住所、氏名（生年月日）・使う方の住所、氏名、請求者の資 

格、使いみち 

 ・戸籍証明書等：筆頭者欄の誤記入・使う方の住所、氏名、請求者の資格、使いみち 

 ・印鑑登録証明書：住所・第三者の請求に係る登録番号、住所、氏名、生年月日、通数 

② のうち 

 ・窓口にきた方の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

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

資格 

 

2014-32 2014年 10月６日 開示請求 ………………………………（いきいき健康部介護保険課） 

■○○○○の要介護認定、要支援認定のわかる物 

2014 年 10月 14日 開示決定 

・介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書（再出力） 

 

2014-33 2014年 10月８日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付申請書 2014年４月１日～2014年９月１日 

2014 年 10月 17日 不存在決定 

・住所 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 2014年４月１日から 2014 年９月１日までの分 

 理由：2014 年４月１日から 2014 年９月１日までの期間に上記件名の住民票の写しを交付した事 

実はありません。よって、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-34 2014年 10月 24 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付請求書 2014年 10月１日～24日まで 

2014年 11月５日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、 

2014年 10月 18日 町田駅前連絡所受付分の住民票の写し等職務上請求書 

 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 

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

があるため。 

    ・依頼者の氏名又は名称、使者欄の氏名、住所、個人印の印影 

    ・別紙（委任状）のうち、代理人の氏名、住所、生年月日 

：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、

開示をすることにより、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と認められるため。 

    ・請求者に係る職印の印影  

・別紙（委任状）のうち、請求者に係る職印の印影 

 

2014-35 2014年 10月 28 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑証明書申請発行履歴（申請日から現在まで） 

2014 年 11月６日 開示決定 

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

2014年１月 17日 鶴川駅前連絡所受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

2014 年 11月６日 部分開示決定 
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・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の印鑑登録証明書の証明書発行管理一 

覧の①2008 年４月 28日 町田駅前連絡所出力分 ②2014年１月 17日 鶴川駅前連絡所出力 

分 

 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 

○行政内部のネットワークシステムの安全維持のため 

・サーバー及び端末ＩＤ 

 

2014-36 2014年 11月 21 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課） 

■1997年の身体障害者診断書 意見書（私の） 

2014年 11月 26日 部分開示決定 

・記載日：平成９年５月 31日 身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用） 

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 

    ○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が生ずる恐れがあるため。 

 ・医師の印影 

 

2014-37 2014年 11月 26 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■戸籍証明書等交付請求書 Ｈ25.９月～Ｈ26.11.26まで 

2014 年 12月３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 2013 年９月１日から 2014 年 11月 26日までの分 

 理由：2013 年９月１日から 2014年 11 月 26日までの期間に上記件名の戸籍証明書等を交付した

事実はありません。よって、戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-38 2014年 12月９日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書 2013年２月～３月にかけての自分の住民票がとられたかどうか 

2014 年 12月 17日 不存在決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した住民票の

写し等交付請求書 2013 年２月１日から 2013年３月 31日までの分 

 理由：2013年２月１日から 2013年３月 31 日までの期間に上記件名の住民票の写し等を交付した

事実はありません。よって、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-39 2014年 12月９日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■○○小学校 1997 年Ｈ９年二男○○○○（○○○○）の母親○○○○に関する記載の総て、当時

Ｈ９年 10 月 31 日、ビービー弾で受傷し、10 日間失明の恐れ有の診断書を校長に提示していま

す。その事をどの様に記載したのかを特に頂きたい。３年、４年、５年、６年と、担任が３人替

わりましたが、私への記載がされています。私は、総てをそれぞれの担任に話しています。校長

の記載、教頭の記載、保健の先生が 10月 31日の翌日、○○兄弟（犯人の○○○○の兄妹）が３

人そろって保健室に来たので、何かあったと思ったという録音テープがあります。それに対して

の記載。 

2014 年 12月 18日 決定延期 

理由：対象文書の調査に時間を要するため。  

2015 年１月 21日 不存在決定 

理由：町田市立学校文書取扱規程（５年保存）を経過し、存在が確認できなかったため。  

 

2014-40 2014年 12月９日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■○○中学校、ＰＴＡで○○地区対の役をしました。1997 年Ｈ９年 10 月 31 日受傷ビービー弾で

二男受傷でそれの対応をすると伝言しています。それに関して、ＰＴＡ、地元治安組織として私

の記載はどのようになっていますか。又、○○○○（○○○○）中学三年生 1997 年、Ｈ９年に
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対し、担任は、離婚した父と同じ○○高校を受験してはと提案し、理不尽さにアキレましたが、

それはどのように記載されているのか。ビービー弾二男受傷の目げき者として、娘が犯人の子の

事を学校中に言いふらしたというメモがあります。その事も知りたいです。担任は○○○○さ

ん！？です。後日裁判します。 

 2014 年 12月 18日 決定延期 

 理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

 2015 年１月 21日 不存在決定 

 理由：町田市立学校文書取扱規程（５年保存）を経過し、存在が確認できなかったため。 

 

2014-41 2014年 12月９日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活援護課、不足の書類提示願。13年度担当者の記載（私は働き収入がありました）Ｈ９（1997

年）ビービー弾受傷の話しを数々しています。その記載。Ｈ10 年○○眼科の医療記録。○○歯

科、○○クリニック録音有が残っていないと、もう一度平成 20 年医療記録を出して下さい ○

○眼科診療券には平成 10 年とあります。まっ当な仕事をされたし。以前、○○、○○、○○三

氏の記載以外の総ての記載を私に見せて下さい。 

2014 年 12月 19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。 

2015 年２月２日 開示決定 

・平成 20年の医療記録 

2015 年２月２日 部分開示決定 

・ケース記録 

 

ＮＯ 
非開示の部分 

請求の一部について応じない理由 
件名 内容 

１ 

ケース記録票

（1997.12.17）  

のうち非開示部分 

１行目～３

行目、７行

目～９行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

２ 

ケース記録票

（1998.4.1）  

のうち非開示部分 

２行目～３

行目、５行

目、８行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

３ 

ケース記録票 

（1998.8.4）  

のうち非開示部分 

２行目～５

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価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。 

４ 

ケース記録票 

（1998.10.5）  

のうち非開示部分 

１行目～４

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

５ 

ケース記録票 

（1998.12.8）  

のうち非開示部分 

１行目～３

行目、８行

目～11行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 
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６ 

ケース記録票 

（1999.2.26）  

のうち非開示部分 

10 行目～14

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

７ 
ケース記録票（1999.4）  

のうち非開示部分 

１行目～４

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

８ 

ケース記録票（1999.7.5

の２枚目）  

のうち非開示部分 

６行目～12

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価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。 

９ 

ケース記録票

（1999.9.28）  

のうち非開示部分 

面接者、１

行目～３行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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。 

10 

ケース記録票 

（1999.10.12）  

のうち非開示部分 

２行目～３

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

11 
ケース記録票（2000.4）  

のうち非開示部分 

１行目～４

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に

すると認められるため。 

12 

ケース記録票 

（2000.8.9）  

のうち非開示部分 

面接者、１

行目～２行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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。 

13 

ケース記録票 

（2000.8.25）  

のうち非開示部分 

４行目～６

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価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。 

14 

ケース記録票 

（2000.9.11）  

のうち非開示部分 

面接者、１

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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。 

15 

ケース記録票 

（2004.7.1）  

のうち非開示部分 

１行目、４

行目～５行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に
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すると認められるため。 

16 

ケース記録票 

（2004.8.31）  

のうち非開示部分 

４行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

17 

ケース記録票

（2004.9.3）  

のうち非開示部分 

２行目～３

行目、６行

目～７行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

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。 

18 

ケース記録票 

（2010.4.23～）  

のうち非開示部分 

３行目～15

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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。 

19 

ケース記録票 

（2011.2.21）  

のうち非開示部分 

①２行目～

３行目、６

行目～９行

目 

②11 行目～

26行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 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 

 ②は市の事務に関する情報であって、開示す

ることにより、公正かつ適正な実施を著しく困

難にすると認められるため。 

20 

ケース記録票 

（2011.3.1）  

のうち非開示部分 

１行目～11

行目、17 行

目 ～ 18 行

目、20 行目

～22行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価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 

 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 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。 

21 

ケース記録票 

（2011.3.10）  

のうち非開示部分 

８行目～19

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす
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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。 

22 

ケース記録票 

（2011.4.14）  

のうち非開示部分 

１行目～６

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に

すると認められるため。 

23 

ケース記録票 

（2011.8.25）  

のうち非開示部分 

１行目～３

行目、７行

目、９行目

～16行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

24 

ケース記録票 

（2011.9.16） のうち

非開示部分 

１行目～２

行目、６行

目～９行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 個人の評価等に関する情報であり、開

示をすることにより客観的にみて本人の不利

益になる恐れがあるため。 

25 

ケース記録票

（2011.10.28）  

のうち非開示部分 

１行目～８

行目、10 行

目 ～ 11 行

目、13 行目

～15行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

26 

ケース記録票 

（2011.12.27）  

のうち非開示部分 

２行目～３

行目、８行

目 ～ 11 行

目、13 行目

～17 行目、

19 行目、22

行目～23 行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

27 

ケース記録票 

（2012.2.6）  

のうち非開示部分 

題目、１行

目～11行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に

すると認められるため。 

28 

ケース記録票 

（2012.2.28）  

のうち非開示部分 

面接者、１

行目～８行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に

すると認められるため。 

29 

ケース記録票 

（2012.3.7）  

のうち非開示部分 

面接者、１

行目～４行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

30 

ケース記録票 

（2012.3.12  

連絡-2）のうち非開示部

分 

１行目～２

行目、10 行

目～11行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 
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31 

ケース記録票 

（2012.3.12  

連絡-3）のうち非開示部

分 

１行目～８

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

32 

ケース記録票 

（2012.3.19）  

のうち非開示部分 

１行目～10

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に

すると認められるため。 

33 

ケース記録票 

（2012.3.26 連絡（手紙

送付））  

のうち非開示部分 

７行目～８

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

34 

ケース記録票 

（2012.3.26 援助方針） 

のうち非開示部分 

１行目～４

行目、６行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

35 

ケース記録票 

（2012.5.30）  

のうち非開示部分 

２行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

36 

ケース記録票 

（2012.6.6）  

のうち非開示部分 

３行目、６

行目～７行

目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

37 

ケース記録票 

（2012.6.7）  

のうち非開示部分 

２行目～３

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

38 

ケース記録票 

（2012.7.26）のうち非

開示部分 

題目、１行

目～７行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

39 

ケース記録票 

（2012.10.31）のうち非

開示部分 

題目、１行

目～６行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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 6 号

に該当 

 市の事務に関する情報であって、開示するこ

とにより、公正かつ適正な実施を著しく困難に
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すると認められるため。 

40 

ケース記録票 

（2012.12.4）  

のうち非開示部分 

６行目～９

行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

41 

ケース記録票

（2012.12.11）  

のうち非開示部分 

題目、面接

者、１行目

～６行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 6 号

に該当 

 市の事務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。 

42 

ケース記録票 

（2013.2.22） 

のうち非開示部分 

題目、１行

目～５行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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 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。 

43 

ケース記録票 

（2013.3.28）  

のうち非開示部分 

２行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 2 号

に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をす

ることにより客観的にみて本人の不利益にな

る恐れがあるため。 

44 

ケース記録票 

（2013.5.28）  

のうち非開示部分 

題目、１行

目～12行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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 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。 

45 

ケース記録票 

（2013.7.24）  

のうち非開示部分 

題目、１行

目～６行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第 3 号

に該当 

 第三者に関する情報であって、開示すること

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 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。 

2015 年２月２日 不存在決定 

・平成 13年度担当者の記録 

・平成 10年○○眼科の医療記録 
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理由：・2001（平成 13）年度におけるケース記録票が作成されていないため。 

・医療記録は、生活保護法関係文書５年保存の公文書です。保存年限が終了したため、存 

在いたしません。 

 

 

2014-42 2015年１月９日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票（世帯主 ○○○○） 

発行番号○○○○ 

平成 22 年 12月 24日 

上記３点について、発行した職員が分かる書類（女性） 

2015 年１月 20日 不存在決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、住民票 

の写し等交付請求書 2010 年 12月 24日分 

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 2010

年 12 月 24 日の住民票の写し等交付請求書は、保存年限が終了し、同規程第 39 条に基づ

き廃棄済みであり、存在いたしません。 

 

2014-43 2015年１月９日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■改製原戸籍（謄本）、父○○○○ 発行番号○○○○、平成 26年８月７日 

戸籍謄本（全部事項証明、発行番号○○○○、平成 26年８月７日） 

戸籍謄本（全部事項証明、発行番号○○○○、平成 26年８月７日） 

住民票、世帯主○○○○を他に２通取っています。 

上記４点を発行した職員の分かる書類（男性） 

2015 年１月 20日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請

求した、2014 年８月７日 市民課受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等交付請求書 

 

2014-44 2015年１月９日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票（世帯主 ○○○○） 

 発行番号○○○○、平成 26年７月７日、発行番号○○○○、平成 26年７月７日、 

全部事項証明（戸籍謄本）、 発行番号○○○○、平成 26年７月７日 

 上記８点を発行した職員が分かる書類 

2015 年１月 20日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請 

求した、2014 年７月７日 町田駅前連絡所受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等交付請求書 

 

2014-45 2015年１月９日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票（世帯主○○○○）○○本庁第○○○○号、平成 27年１月７日 

全部事項証明（戸籍謄本）、発行番号○○○○、平成 27 年１月７日 

改製原戸籍（謄本）発行番号○○○○、平成弐拾七年壱月七日、 

改製原戸籍（謄本）発行番号○○○○、平成弐拾七年壱月七日、 

領収書＜市民部市民課、0002－01、2015年 01年 07日（水）15：00 

扱：00000017、窓口 17、ＮＯ．○○○○ 

0013戸籍全部事項証明＠450 20点 9,000、 

0025除籍謄本 ＠750 20点 15,000、 

0100住民票 ＠300 １点 300、 小計￥24,300、合計 01 41点 ￥24,300 預り￥24,300 

上記について、発行した職員が分かる書類（男性） 

 2015 年１月 20日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請 
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求した、2015 年１月７日 市民課受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等交付請求書 

 

2014-46 2015年１月９日 開示請求 ………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活保護受給証明書交付申請書（○○○○）１通 

 使いみち（戸籍謄本・住民票） 

 提出先（町田市）、平成 26年８月７日 

 上記３点を発行した職員が分かる書類（若い男性）と、対応記録（この人は日付偽造した住民

課職員と telで話しています） 

2015 年１月 20日 開示決定 

・生活保護受給証明書交付申請書（申請日：平成 26 年８月７日） 

・ケース記録票 

 

2014-47 2015年１月９日 開示請求 ………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活保護受給証明書交付申請書（○○○○）１通 

 平成 26年７月７日 発行した職員と対応記録 

 全部事項証明（戸籍謄本）、発行番号○○○○、 

住民票（世帯主○○○○）、発行番号○○○○、  当日平成 26年７月７日市民課で取りました。 

 発行番号○○○○、 

 2015 年１月 20日 不存在決定 

理由：生活保護受給証明書交付申請がなされていないため。 

 

2014-48 2015年１月 19日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活保護の経緯及び憲法 25条に対しての請求 

 25年１月１日～26年１月２日、26年１月３日～27年１月 19日 

 2015 年１月 26日 取下げ 

  

2014-49 2015年１月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○小学校での、下記の件に関して、学校および市教委が作成または利用等した、○○

○○に関する個人情報の全部 

 （１）2014 年４月ごろ以降に、○年○組○○○○に対して、その同級生３人から執拗にからか

うなどの嫌がらせがあり、○○○○が自傷した件 

 （２）2014 年 10 月 20 日に○年○組○○○○に対して、その担任の教員である○○教諭から生

活面の指導をし、その後これが体罰である旨、○○○○から指摘した件 

 （３）2013年秋以降に、○○○○から学校に掛算の指導について問い合わせた件 

 （４）2014年４月以降に作成した、○○○○に関する文書 

 （５）過去に○○○○の個人情報を、本人の同意を得ずに外部に提供した際の、提供先と時期 

 （６）2014 年４月頃、○○○○からお願いした「小学校の先生方の仕事を減らしてください」

に関連して作成した文書 

2015 年１月 30日 決定延期 

理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

2015 年３月 20日 開示決定 

請求件名 

町田市立○○小学校での、下記の件に関する文書。 

（１）2014 年４月ごろ以降に、○年○組○○○○に対して、その同級生３人から執拗

にからかうなどの嫌がらせがあり、○○○○が自傷した件 

項番 作成（受渡）日時 個人情報記録の件名 

１（１） 2014・５・15 「昨日○○から聞き取った内容」 

１（２） 2014・５・15 「○○が手の甲に傷を作った件について」 

２ 2014・５・16 手書きの手紙「この度は、○○くんに」 

３ 2014・５・18 メール「Re：○○が手の甲に傷を作った件について」 
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４（１） 2014・５・28 FAX送り状「対応の件について」 

４（２） 2014・５・27付 あしたニコニコメモ 

４（３） 2014・５・28 連絡帳の写 書出し「おじいさまの件」 

５ 2014・５・29 メール「○○と○○と○○のために」 

６ 2014・５・30 FAX送り状「○年○組担任からの○○さんへのお手紙」 

７ 2014・６・２ メール「Re：○○が手の甲に傷を作った件について」 

８ 2014・12・28 送り状 内容「卒業文集の訂正の件」 

 

請求件名 

町田市立○○小学校での、下記の件に関する文書。 

（２）2014 年 10 月 20 日に○年○組○○○○に対して、その担任の教員である○○教

諭から生活面の指導をし、その後これが体罰である旨、○○○○から指摘した件 

項番 作成（受渡）日時 個人情報記録の件名 

１ 2014・10・４ FAX 送り状「先程のお電話の件」 

２ 2014・11・23 
メール「○○小学校の教員による児童に対するパワーハラスメ

ントと体罰について」書出し「例によって、このメールを」 

３ 2014・12・11 
メール「Re：町田市教育委員会の○○です」 書出し「○○さ

んが、真摯かつ誠実に、」 

４ 2014・12・12 
メール「Re：町田市教育委員会の○○です」 書出し「直に会

って話すことには、」 

５ 2014・12・20 
メール「Re：町田市教育委員会の○○です」 書出し「○○様

がおっしゃるメールの」 

６ 2014・12・23 
メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「12/22 の午後にお電話で」 

７ 2014・12・23 
メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「誤字を訂正します」 

８ 2014・12・26 

メール「Fwd：Re：○○小学校の教員による児童に対するパワー

ハラスメントと体罰について」 書出し「そのため、○○様に

は」 

９ 2014・12・27 

メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「○○から、○○さんの上

席の」 

10 2014・12・27 
メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「この件に関することで、」 

11 2015・１・７ 

メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「○○から、○○様の上席

の」 

12 2015・１・12 
メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「先日、私から提案させて」 

13 2015・１・19 

メール「Re: ○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について 書出し「先日、○○様からいただい

た」 

14 2015・１・19 

メール「Re: ○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「３学期中に学校で○○様

に」 

15 2015・１・20 
メール「Re: ○○小学校の教員による児童に対するパワーハラ

スメントと体罰について」 書出し「○○さんがおっしゃった」 
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請求件名 
町田市立○○小学校での、下記の件に関する文書。 

（３）2013 年秋以降に、○○○○から学校に掛算の指導について問い合わせた件 

項番 作成（受渡）日時 個人情報記録の件名 

１ 2013・11・２～ 
連絡帳 2013 年 11月２日～11 月 16 日、2014 年４月 26日～４

月 27 日 

２ 2013・11・25 メール「○○小学校副校長」 

３  
「メールフォーム」により送信されたメールへの回答「教員の裁

量と学習指導要領解説の読解について」 

４ 2014・３・４ 
保護者様宛「2014 年度３年生以上の算数少人数の変更につい

て」 

５ 2014・３・11 FAX 送り状「お手紙の件」 

６  手書き手紙 書出し「いつも学校教育にご理解」 

７ 2014・３・６ 
メール「Re：2014年度３年生以上の算数少人数の変更について」

書出し「○－○ ○○○○ ○－○ ○○○○の父」 

８ 2014・３・７ 
メール「Re：2014年度３年生以上の算数少人数の変更について」

書出し「お電話ありがとうございました。」 

９ 2014・３・８ 
メール「Re：2014年度３年生以上の算数少人数の変更について

（３）」書出し「遅い時間になってしまい、恐縮」 

10 2014・３・９ 
メール「Re：2014年度３年生以上の算数少人数の変更について

（４）」書出し「せっかくお互いに、一度きりの」 

11 2014・３・12 ◎○○さんとの話し合い 

 

請求件名 
町田市立○○小学校での、下記の件に関する文書。 

（４）2014 年４月以降に作成した、○○○○に関する文書 

項番 作成（受渡）日時 個人情報記録の件名 

１ 2014・５・２ FAX 送り状「手紙の件」 

２ 2014・５・８ 手書き手紙 書出し「先日は夜遅くまでお話」 

３ 2014・５・９ 手書き手紙 書出し「お手紙拝見しました」 

４ 2014・５・11 【再送回答】MAIL FORM. txt 

５ 2014・５・30 
「○○小学校ＰＴＡ委員の強制」に対する回答について 14 町

教学教第 310 号 

６ 2014・10・16 一次回答．Txt（メール到達連絡） 

７ 2014・10・22 
「小Ｐ連に配布した資料をください」への回答について 14 町

教学教第 946 号 

８ 2014・11・14 
「○○小学校の校舎の改築について」への回答について 14 町

教学教第 1049 号 

９ 2014・12・22 
メール「Re：「小Ｐ連に配布した資料をください」への回答につ

いて」 書出し「前回の回答文では、…」 

10 2014・６・２ 手書きの手紙 書出し「先日は運動会の片付け」 

 

請求件名 

町田市立○○小学校での、下記の件に関する文書。 

（５）過去に○○○○の個人情報を、本人の同意を得ずに外部に提供した際の、提供先

と時期 

項番 作成（受渡）日時 個人情報記録の件名 

１ 2014・７・24 
「○○小学校ＰＴＡ委員」に関する電子メールに対する回答につ

いて 14町教学教第 561 号 
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請求件名 

町田市立○○小学校での、下記の件に関する文書。 

（６）2014 年４月ごろ、○○からお願いした「小学校の先生方の仕事を減らしてくだ

さい」に関連して作成した文書 

項番 作成（受渡）日時 個人情報記録の件名 

１ 2014・５・23 
「小学校教員の先生方の仕事を減らしてください」への回答につ

いて 14町教学教第 266 号 

２ 
2014・７・28 

（2014・８・28） 

「小学校教員の先生方の仕事を減らしてください」及び「○○小

学校ＰＴＡ」に関する質問への回答について 14 町教学教第

688 号 

３ 2014・11・14 
「小学校教員の先生方の仕事を減らしてください」への回答につ

いて 14町教学教第 1050 号 

 

2015 年３月 20日 部分開示決定 

１ 2014年 11月４日 ○○主任教諭の○○○○君に対する指導についての報告書 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 

５ 対応の経緯の内 

10月 28日分の上から 12～13行

目 

町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

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。 

２ ６ 校長所見の全て 

町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

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。 

 

２ 2014年３月 18日 メール「なぜ『いくつ分×ひとつ分』を誤解と判定すべきなのか」 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ メール本文の欄外 

町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

開示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 2014年５月６日 メール「2014/05/02 19：30－小学校」書出し「先日は、またも長時間に

わたり」 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ メール本文の欄外 

町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

開示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 2014年６月 11日 ○○小学校保護者○○さんに関する対応記録 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 

３ 対応の記録 

2014年５月７日、５月８日の記

録 
町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

開示することにより当該事務又は事業の実施の目的

を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難に

すると認められるため。 

２ ４ 現在の状況 

３ ５ 今後の見通し 
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2014-50 2015年１月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○小学校での、下記の件に関して、学校および市教委が作成または利用等した○○○

○に関する個人情報の全部 

（１）2014年４月ごろ以降に、○年○組○○○○に対して、その同級生３人から執拗にからかう 

などの嫌がらせがあり、○○○○が自傷した件 

（２）2014年 10月 20日に○年○組○○○○に対して、その担任の教員である○○教諭から生活 

面の指導をし、その後これが体罰である旨、○○○○から指摘した件 

（３）2013年秋以降に、○○○○から学校に掛算の指導について問い合わせた件 

（４）過去に○○○○の個人情報を、保護者の同意を得ずに外部に提供した際の、提供先と時期 

 2015 年１月 30日 決定延期 

理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

2015 年３月 20日 開示決定 

・１ 2014 年５月 15日 「昨日○○から聞き取った内容」 

・２ 2014 年５月 16日 手書きの手紙「この度は、○○くんに」 

・３ 2014 年５月 27日付 あしたニコニコメモ 

・４ 連絡帳の写し 書出し「おじいさまの件」 

2015 年３月 20日 部分開示決定 

１ 2014年５月 18日 メール「Re:○○が手の甲に傷を作った件について」 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
メール本文（４）先

生にお願い 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

 

２ 2014年 12月 28日 送り状 内容「卒業文集の訂正の件」 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 

2014年 12月 28日メ

ール本文 上から４

～10行目及び 15～

38行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示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 2014年 12月 27日 メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラスメント

と体罰について」 書出し「この件に関することで、」 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
メール本文 上から

４～14行目 
町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示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 
メール本文 上から

16～31行目 

３ 
メール本文 上から

41～64行目 

 

４ 2014年６月 11日 ○○小学校保護者○○さんに関する対応記録 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
２ 保護者の主訴の

内、（１）、（２） 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

２ 

３ 対応の記録 

2014年５月 15日、

同年６月３日以外の

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。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 
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開示することにより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 ４ 現在の状況 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた

め。 

４ ５ 今後の見通し 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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。 

 

2014-51 2015年１月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○小学校での、下記の件に関して、学校および市教委が作成または利用等した○○○

○に関する個人情報の全部 

（１）2014年４月ごろ以降に、○年○組○○○○に対して、その同級生３人から執拗にからかう 

などの嫌がらせがあり、○○○○が自傷した件 

（２）2014 年 10 月 20 日に○年○組○○○○に対して、その担任の教員である○○教諭から生活

面の指導をし、その後これが体罰である旨、○○○○から指摘した件 

（３）2013年秋以降に、○○○○から学校に掛算の指導について問い合わせた件 

（４）過去に○○○○の個人情報を、保護者の同意を得ずに外部に提供した際の、提供先と時期 

 2015 年１月 30日 決定延期 

理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

2015 年３月 20日 開示決定 

・連絡帳の写し（2013年 11月２日～11月 16日、2014年４月 26日～４月 27日） 

2015 年３月 20日 部分開示決定 

１ 2014年 11月４日 ○○主任教諭の○○○○君に対する指導についての報告書 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 

５ 対応の経緯の内 

10月 28日分の上か

ら 12～13行目 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 ２ ６ 校長所見の全て 

 

２ 2014年 12月 27日 メール「Re：○○小学校の教員による児童に対するパワーハラスメント

と体罰について」 書出し「この件に関することで、」 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
メール本文 上から

４～14行目 
町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示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 
メール本文 上から

33～39行目 

３ 
メール本文 上から

41～64行目 

 

３ 2014年６月 11日 ○○小学校保護者○○さんに関する対応記録 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
２ 保護者の主訴の

内（２）、（３） 

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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２ 

３ 対応の記録 

2013年 11 月６日、

2014年６月３日以外

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。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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 ４ 現在の状況 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた

め。 

４ ５ 今後の見通し 

 

2014-52 2015年１月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○小学校での、下記の件に関して、学校および市教委が作成または利用等した○○○

○に関する個人情報の全部 

過去に○○○○の個人情報を、保護者の同意を得ずに外部に提供した際の、提供先と時期 

 2015 年１月 30日 決定延期 

理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

2015 年３月 20日 不存在決定 

理由：請求者は請求日時点で町田市立○○小学校に在籍しておらず、外部提供の記録が存在しな

いため。また、請求日時点で在籍していた○○○○の情報の外部提供に伴い、外部提供し

た記録も存在しないため。 

 

2014-53 2015年１月 21日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■町田市立○○小学校での、下記の件に関して、学校および市教委が作成または利用等した○○○

○に関する個人情報の全部 

過去に○○○○の個人情報を、保護者の同意を得ずに外部に提供した際の、提供先と時期 

 2015 年１月 30日 決定延期 

理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

2015 年３月 20日 不存在決定 

理由：請求者は請求日時点で町田市立○○小学校に在籍しておらず、外部提供の記録が存在しな

いため。また、請求日時点で在籍していた○○○○の情報の外部提供に伴い、外部提供し

た記録も存在しないため。 

 

2014-54 2015年１月 23日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書交付請求書（2015．１．15～１．23） 

2015 年２月３日 不存在決定 

・住所 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 2015年１月 15日から 2015年１月 23 日までの分 

理由：2015 年１月 15日から 2015年１月 23日の期間に上記件名の住民票の写しを交付した事実

はありません。よって、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません。 

2015 年２月３日 不存在決定 

・住所 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 2015 年１月 15日から 2015 年１月 23日までの分 

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

請求書は存在いたしません。 

 

2014-55 2015年１月 26日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■○○○○殿及び○○○○殿（以下、併せて「○○殿ご夫妻」という。）が主張する下記【事件】
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１～３に関して、町田市（町田市立○○小学校、町田市教育委員会その他町田市に属する一切の

機関を含む。以下同じ。）が保有する下記【内容】１～５の文書 

【事件】 

１． 本件事件１ 

2013年 11月 11日、町田市立○○小学校（以下「同校」という。）の当時○年生であった○

○○○が、同校の当時○年生であった○○○○さんに対し、同人の○○である○○○○さ

んのことを「嫌いになりなさい」と述べたうえ、○○○○さんの額のあたりを拳で殴る暴

行を加え、さらに、「このことを誰かに言ったら靴を片方隠す」、「10人以上の人に言ったら

ランドセルの中身を取る」などと述べるなどした。○○○○さんは、○○○○の上記暴行

により、右前額打撲の傷害を負うに至った。 

２． 本件事件２ 

2014 年４月９日、○○○○は、肋木にぶら下がって遊んでいた○○○○さんの背後から、

ふくらはぎを手で叩く暴行を加え、○○○○さんを肋木から落下させた。これにより、

○○○○さんは、両膝部打撲及び挫傷の傷害を負うに至った。 

３． 本件事件３ 

2014年６月 18日、○○○○は、同校２階トイレにいた○○○○さんに土をつけて、その際

傷を負わせた。 

【内容】 

１． 本件事件１～３それぞれに関して、同校教職員、町田市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）職員その他の者が同校児童その他の者に対して行った聴き取り調査、その他町田

市が行った一切の調査の内容・結果を記載した文書 

２． 同校が、本件事件１～３に関する事実関係の調査結果を踏まえて、「○○○○が、本件事

件１、本件事件２及び本件事件３を行ったのか、あるいは、物理的に行うことができなかっ

たのか」についていかなる判断をしたのか、当該事項に関する同校の見解を記載した文書 

３． 教育委員会が、本件事件１～３に関する事実関係の調査結果を踏まえて、「○○○○が、

本件事件１、本件事件２及び本件事件３を行ったのか、あるいは、物理的に行うことができ

なかったのか」についていかなる判断をしたのか、当該事項に関する教育委員会の見解を記

載した文書 

４． 同校、教育委員会その他町田市に属する機関が、「○○○○が、本件事件１、本件事件２

及び本件事件３を行ったのか、あるいは、物理的に行うことができなかったのか」に関する

自己の見解その他本件事件１～３に関する事項を知らせるために、○○殿ご夫妻（代理人を

含む。）に交付した文書 

５． その他本件事件１～３に関して町田市が保有する一切の文書 

 2015 年２月４日 決定延期 

 理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

 2015 年３月 27日 部分開示決定 

 ・「○年生女児が○年生女児に暴言を言われ、右側頭部おでこを強くたたかれた」とされる事案・ 

対応について 

別紙 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
１枚目、３段落目の

全て 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

２ 

１枚目、４段落目の

うち２行目後半から

３行目までの記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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 １枚目、５段落目の 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 
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全て 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 

１枚目裏、「《弁護

士》」欄のうち、「時

間、出席者」を除い

た部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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 

１枚目裏、「《話し合

いの場設定》」欄のう

ち、「12月２日」を

除いた部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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枚目裏、「★弁護士

（○○さん）いらっし

ゃる」欄のうち、「日

時」を除いた部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた

め。 

７ 

２枚目、「★平成 25

年 11月末までの聞

き取り」欄のうち、

１段落目の聞き取り

回答内容 

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枚目、「★平成 25

年 11月末までの聞

き取り」欄のうち、

２段落目の聞き取り

返答内容 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

９ 

２枚目、「★平成 25

年 11月 26日（火曜

日）」欄のうち、２行

目から５行目までの

記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

10 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、１行

目の中段の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示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。 

11 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、２行

目の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

12 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、３行

目の中段の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

13 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、５行

目から７行目までの

記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

14 
３枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

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
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日）」欄（続き）のう

ち、１行目から８行

目までの記載 

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

15 

３枚目、「★平成 25

年 11月 28日（木曜

日）」欄のうち、２行

目から 10行目まで

の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

16 

３枚目、「★平成 25

年 12月２日（月曜

日）」欄のうち、10

行目から 13行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

17 

４枚目、「★平成 25

年 12月２日（月曜

日）」欄（続き）のう

ち、最下段の２行を

除いた部分。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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。 

18 

５枚目、「★（12 月

２日 14時頃来校）」

欄の全部。 

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。 

19 

５枚目、「★12月４

日（水）」欄のうち、

１行目から２行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

20 

７枚目、「★12月 13

日（水）」欄のうち、

１行目から４行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

 2015 年３月 27日 非開示決定 

 ・１．2014 年７月 14日（月）○○○○聞き取りに関する記録 

 ・２．抗議及び回答催告状に対する回答 平成 26年７月 17日 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

 ○第三者に関する情報であって、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６号に該当 

 ○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。 

 

2014-56 2015年１月 26日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■○○○○殿及び○○○○殿（以下、併せて「○○殿ご夫妻」という。）が主張する下記【事件】

１～３に関して、町田市（町田市立○○小学校、町田市教育委員会その他町田市に属する一切の

機関を含む。以下同じ。）が保有する下記【内容】１～５の文書 

【事件】 

１．本件事件１ 

2013年 11月 11日、町田市立○○小学校（以下「同校」という。）の当時○年生であった○

○○○が、同校の当時○年生であった○○○○さんに対し、同人の○○である○○○○さ

んのことを「嫌いになりなさい」と述べたうえ、○○○○さんの額のあたりを拳で殴る暴

行を加え、さらに、「このことを誰かに言ったら靴を片方隠す」、「10人以上の人に言ったら
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ランドセルの中身を取る」などと述べるなどした。○○○○さんは、○○○○の上記暴行

により、右前額打撲の傷害を負うに至った。 

２． 本件事件２ 

2014 年４月９日、○○○○は、肋木にぶら下がって遊んでいた○○○○さんの背後から、

ふくらはぎを手で叩く暴行を加え、○○○○さんを肋木から落下させた。これにより、

○○○○さんは、両膝部打撲及び挫傷の傷害を負うに至った。 

３． 本件事件３ 

2014年６月 18日、○○○○は、同校２階トイレにいた○○○○さんに土をつけて、その際

傷を負わせた。 

【内容】 

１．本件事件１～３それぞれに関して、同校教職員、町田市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）職員その他の者が同校児童その他の者に対して行った聴き取り調査、その他町田市

が行った一切の調査の内容・結果を記載した文書 

２．同校が、本件事件１～３に関する事実関係の調査結果を踏まえて、「○○○○が、本件事件

１、本件事件２及び本件事件３を行ったのか、あるいは、物理的に行うことができなかった

のか」についていかなる判断をしたのか、当該事項に関する同校の見解を記載した文書 

３．教育委員会が、本件事件１～３に関する事実関係の調査結果を踏まえて、「○○○○が、本

件事件１、本件事件２及び本件事件３を行ったのか、あるいは、物理的に行うことができな

かったのか」についていかなる判断をしたのか、当該事項に関する教育委員会の見解を記載

した文書 

４．同校、教育委員会その他町田市に属する機関が、「○○○○が、本件事件１、本件事件２及

び本件事件３を行ったのか、あるいは、物理的に行うことができなかったのか」に関する自

己の見解その他本件事件１～３に関する事項を知らせるために、○○殿ご夫妻（代理人を含

む。）に交付した文書 

５．その他本件事件１～３に関して町田市が保有する一切の文書 

 2015 年２月４日 決定延期 

 理由：対象文書の調査に時間を要するため。 

 2015 年３月 27日 部分開示決定 

 ・「○年生女児が○年生女児に暴言を言われ、右側頭部おでこを強くたたかれた」とされる事案・ 

対応について 

別紙 

番号 開示しない部分 請求の一部について応じない理由 

１ 
１枚目、３段落目の

全て 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

２ 

１枚目、４段落目の

うち２行目後半から

３行目までの記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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 
１枚目、５段落目の

全て 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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 

１枚目裏、「《弁護

士》」欄のうち、「時

間、出席者」を除い

た部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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 １枚目裏、「《話し合 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 
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いの場設定》」欄のう

ち、「12月２日」を

除いた部分 

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枚目裏、「★弁護士

（○○さん）いらっし

ゃる」欄のうち、「日

時」を除いた部分 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた

め。 

７ 

２枚目、「★平成 25

年 11月末までの聞

き取り」欄のうち、

１段落目の聞き取り

回答内容 

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枚目、「★平成 25

年 11月 26日（火曜

日）」欄のうち、２行

目から５行目までの

記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

９ 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、１行

目の中段の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示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。 

10 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、２行

目の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

11 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、３行

目の中段の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

12 

２枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄のうち、５行

目から７行目までの

記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

13 

３枚目、「★平成 25

年 11月 27日（水曜

日）」欄（続き）のう

ち、１行目から８行

目までの記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

14 

３枚目、「★平成 25

年 11月 28日（木曜

日）」欄のうち、２行

目から 10行目まで

の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

15 

３枚目、「★平成 25

年 12月２日（月曜

日）」欄のうち、10

行目から 13行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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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16 

４枚目、「★平成 25

年 12月２日（月曜

日）」欄（続き）のう

ち、最下段の２行を

除いた部分。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

開示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。 

17 

５枚目、「★（12 月

２日 14時頃来校）」

欄の全部。 

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。 

18 

５枚目、「★12月３

日（月）」欄のうち、

３行目から９行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

19 

５枚目、「★12月４

日（水）」欄のうち、

１行目から２行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

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。 

20 

５枚目、「★12月５

日（木）」欄のうち、

１行目から４行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

21 

５枚目、「★12月６

日（金）」欄のうち、

３行目から５行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

22 

６枚目、「★12月６

日（金）」欄（続き）

のうち、１行目から

11行目までの記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

23 

６枚目、「★12月６

日（金）保護者に電

話」欄の記載すべて 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

24 

６枚目、「★12月９

日（月）」欄のうち、

最下段の２行の記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示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。 

25 

７枚目、「★12月９

日（月）」欄（続き）

のうち、１行目から

６行目までの記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

26 

７枚目、「★12月９

日（月）」欄のうち、

８行目から９行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当 

第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者

のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

27 

７枚目、「★12月 10

日（火）」欄のうち、

４行目から５行目ま

での記載 

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。 

28 

８枚目、「★12月 18

日（水）」欄のうち、

「これまでの経緯の

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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確認」の記載すべて 

29 

８枚目、「★12月 21

日（土）」のうち「時

間、出席者」を除い

た部分 

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。 

 2015 年３月 27日 非開示決定 

 ・１．2014 年７月 14日（月）○○○○聞き取りに関する記録 

 ・２．抗議及び回答催告状に対する回答 平成 26年７月 17日 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

 ○第三者に関する情報であって、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６号に該当 

 ○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。 

 

2014-57 2015年１月 26日 開示請求 …………………………（市民部なるせ駅前市民センター） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書  

住民票：2013年４月１日～2015年１月 26日 

戸籍：2011年４月１日～2015年１月 26日 

2015 年２月９日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請 

求した、2013年 11月 19日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等

交付請求書 

2015 年２月９日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請 

求した、 

① 2012年４月５日 なるせ駅前市民センター受付分の戸籍証明書等交付請求書 

② 2014年３月 11日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

③ 2014年 11月４日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

 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 

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

があるため。 

① の文書について、 

・「窓口に来た方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所（誤記入） 

・「戸籍証明書等」欄：使う方の住所、氏名、請求者の資格、使いみち 

② の文書について、 

・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所、氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請求 

者の資格、使いみち 

③ の文書について、 

 ・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

 ・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所、氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請 

求者の資格、使いみち 

 

2014-58 2015年１月 30日 利用等の中止請求 …………………………（学校教育部教育総務課） 

■すべて。 

 ＰＴＡなど、外部に提供する場合は、その都度、予め書面で本人の同意を得るよう請求します。 

2015 年２月 20日 決定延期 
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理由：文書の特定に時間がかかるため。 

2015 年３月 27日 利用等の中止決定 

・１ 町田市立○○小学校 就学名簿（平成 21年度） 

・２ 町田市立○○小学校 就学名簿（平成 24年度） 

 

2014-59 2015年１月 30日 利用等の中止請求 …………………………（学校教育部教育総務課） 

■すべて。 

ＰＴＡなど、外部に提供する場合は、その都度、予め書面で保護者の同意を得るよう請求します。 

2015 年２月 20日 決定延期 

理由：文書の特定に時間がかかるため。 

2015 年３月 27日 利用等の中止決定 

・１ 町田市立○○小学校 就学名簿（平成 21年度） 

・２ 町田市立○○小学校 第○学年 進級おめでとう（平成 26年度） 

 

2014-60 2015年１月 30日 利用等の中止請求 …………………………（学校教育部教育総務課） 

■すべて。 

 ＰＴＡなど、外部に提供する場合は、その都度、予め書面で保護者の同意を得るよう請求します。 

2015 年２月 20日 決定延期 

理由：文書の特定に時間がかかるため。 

2015 年３月 27日 利用等の中止決定 

・１ 町田市立○○小学校 就学名簿（平成 24年度） 

・２ 町田市立○○小学校 第○学年 進級おめでとう（平成 26年度） 

 

2014-61 2015年１月 30日 利用等の中止請求 …………………………（学校教育部教育総務課） 

■すべて。 

 ＰＴＡなど、外部に提供する場合は、その都度、予め書面で保護者の同意を得るよう請求します。 

2015 年２月 20日 決定延期 

理由：文書の特定に時間がかかるため。 

2015 年３月 27日 不存在決定 

・町田市立○○小学校からＰＴＡ等へ提供した情報 

 理由：町田市立○○小学校からＰＴＡ等へ提供した情報の中に請求者の情報が含まれていな 

いため。 

 

2014-62 2015年１月 30日 利用等の中止請求 …………………………（学校教育部教育総務課） 

■すべて。 

 ＰＴＡなど、外部に提供する場合は、その都度、予め書面で保護者の同意を得るよう請求します。 

2015 年２月 20日 決定延期 

理由：文書の特定に時間がかかるため。 

2015 年３月 27日 不存在決定 

・町田市立○○小学校からＰＴＡ等へ提供した情報 

 理由：町田市立○○小学校からＰＴＡ等へ提供した情報の中に請求者の情報が含まれていな 

いため。 

 

2014-63 2015年２月５日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■2015年１月 29日～2015年２月５日の間の私の住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書  

2015年２月 17日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写しを請求した、2015 年２ 

月５日市民課受付分の住民票の写し等交付請求書 

2015 年２月 17日 不存在決定 
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・本籍 町田市○○町○○○○番地○○ 住所 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 

2015年１月 29日から 2015 年２月５日までの分 

 理由：検索の結果、2015 年１月 29 日から 2015年２月５日までの期間に上記件名の戸籍証明書等 

の交付は無く、戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。 

 

2014-64 2015年２月９日 開示請求 ………………………………………………（財務部市民税課） 

■私（○○○○）の市民税課税に使用した賦課資料（Ｈ27） 

2015 年２月９日 開示決定 

・平成 25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Ｂ 

 

2014-65 2015年２月 10日 開示請求 …………………………（市民部なるせ駅前市民センター） 

■住民票の写し：2013年４月１日～2015年２月 10日 

戸籍証明書等交付請求書：2011年４月１日～2015年２月 10日 

2015年２月 24日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請

求した、 

① 2012年４月５日 なるせ駅前市民センター受付分の戸籍証明書等交付請求書 

② 2014年 11月４日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

2015 年２月 24日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請

求した、 

① 2013年 11月 19日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等交付

請求書 

② 2014年３月 11日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

 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 

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

があるため。 

① の文書について、 

 ・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

 ・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所、氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請 

求者の資格、使いみち 

 ・「戸籍証明書等」欄：必要な方の氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請求者の資 

格、使いみち 

 ②の文書について 

 ・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

 ・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所、氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請 

求者の資格、使いみち 

 

2014-66 2015年２月 10日 開示請求 …………………………（市民部なるせ駅前市民センター） 

■住民票の写し：2013年４月１日～2015年２月 10日 

戸籍証明書等交付請求書：2011年４月１日～2015年２月 10日 

2015 年２月 24日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、 

2014年３月 11日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

2015 年２月 24日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等、戸籍証明書等を請

求した、 

① 2012年４月５日 なるせ駅前市民センター受付分の戸籍証明書等交付請求書 
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② 2013年 11月 19日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等、戸籍証明書等交付

請求書 

③ 2014年 11月４日 なるせ駅前市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

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 

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

があるため。 

① の文書について、 

 ・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

 ・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所（誤記入） 

 ・「戸籍証明書等」欄：使う方の住所、氏名、請求者の資格、使いみち 

② の文書について 

 ・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

 ・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所、氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請 

求者の資格、使いみち 

 ・「戸籍証明書等」欄：必要な方の氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請求者の資 

格、使いみち 

 ③の文書について 

 ・「窓口にきた方」欄：住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

 ・「住民票の写し等」欄：必要な方の住所、氏名（生年月日）、使う方の住所、氏名、請 

求者の資格、使いみち 

 

2014-67 2015年２月 12日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■2015年１月１日～2015年２月 12日迄・住民票・戸籍謄本・印鑑登録証 

2015 年２月 18日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写しを請求した、 

2015年１月７日 町田駅前連絡所受付分の住民票の写し等交付請求書 

2015 年２月 18日 不存在決定 

・本籍 町田市○○町○○○○番地○○ 住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○

○の戸籍証明書等、印鑑登録証明書を請求した戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付

申請書 2015 年１月１日から 2015 年２月 12日までの分 

 理由：検索の結果、2015 年１月１日から 2015年２月 12日までの期間に上記件名の戸籍証明書

等、印鑑登録証明書を交付した事実はありません。よって、戸籍証明書等交付請求書、

印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2014-68 2015年２月 12日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付請求書（除票）2013年４月８日から 2015年２月 12日まで 

2015 年２月 23日 部分開示決定 

・住所 ○○県○○市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の除票の写し等を請求

した、2014 年８月 13日 市民課受付分の住民票の除票の写し等交付請求書  

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 

    ○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。 

    ・窓口にきた方の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係 

・使う方の住所、氏名、請求者の資格、使いみち欄のうち裁判の事件番号 

    ・別紙 

・証明書発行申請書：申請者に係る個人印の印影、申請者、住所、電話番号、ＦＡＸ番 

号、裁判の事件番号、申立人 

・本人確認書類の写し：運転免許証の写し 

 



第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

 54 

2014-69 2015年２月 16日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書 2015年１月５日～2015年２月 16日 

2015 年２月 25日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、2015

年１月 16日 市民課受付分の住民票の写し等交付請求書 

 

2014-70 2015年２月 16日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■戸籍証明書等交付請求書 2015・１・１～2015・２・16 

2015 年２月 25日 部分開示決定 

・本籍 町田市○○町○○○○番地○○ 住所 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 

2015年２月 12日 町田駅前連絡所受付分の戸籍証明書等交付請求書 

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 

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

あるため。 

   ・申請者欄の住所、電話番号、氏名、生年月日、請求者とのご関係 

   ・戸籍証明書等欄の必要な方の氏名、使う方の住所、氏名、請求者の資格、使いみち 

 

2014-71 2015年２月 16日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■私の 2010年～現在まで（今日まで）の印鑑登録証明書交付申請書 

2015 年２月 26日 開示決定 

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

2015年２月 13日 町田駅前連絡所受付分の印鑑登録証明書交付申請書 

2015 年２月 26日 不存在決定 

・住所 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 

2010年４月１日から 2011 年３月 31日までの分 

理由：印鑑登録証明書交付申請書は、町田市文書管理規程上３年保存の公文書です。そのため 2010

年４月１日から 2011 年３月 31日までの期間の印鑑登録証明書交付申請書は、保存年限が終

了し、同規程第 39 条に基づき廃棄済みであり、存在いたしません。 

 

2014-72 2015年２月 19日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■私の 2014年 12月１日～2015年２月 19日まで 住民票の写し・戸籍証明書等交付履歴 

2015 年２月 26日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の戸籍証明書等を請求した、 

2014年 12月 17日 市民課受付分の戸籍証明書等交付請求書 

 

2014-73 2015年３月３日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録申請書の時の書類 

2015 年３月 12日 不存在決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の印鑑登録申請書 

理由：印鑑登録申請書は、町田市印鑑条例施行規則第 11 条で申請日の属する年の翌年から２年

の保存となっています。そのため印鑑登録申請書は、保存年限が終了し、町田市文書管理

規程第 39条に基づき廃棄済みであり、存在いたしません。 

 

2014-74 2015年３月 12日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課） 

■私の 2014年 10月１日から 2015年３月 12日までの市民税課税・非課税証明書発行申請書、市民

税納税証明書発行申請書 

2015 年３月 26日 不存在決定 
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・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の市民税・都民税の課税・非課税証明

書を申請した課税・非課税、納税証明書交付申請書 2014 年 10 月１日から 2015 年３月 12 日

までの分 

理由：2014 年 10 月１日から 2015 年３月 12 日までの期間に、上記件名の証明書を交付した事     

実はありません。よって、市民税・都民税課税・非課税証明書、納税証明書の交付申請書

は存在しません。 

 

2014-75 2015年３月 17日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民基本台帳事務における支援措置の決定に致る記録 

2015 年３月 24日 開示決定 

・住民基本台帳事務における支援措置申出について（新規・受理・関連自治体あり）[14町市市 

 第 552号・2014 年９月２日付け起案]  

 

2014-76 2015年３月 23日 訂正請求 ……………………………（いきいき健康部高齢者福祉課） 

■2005年４月 13日の３○○○○様へのお願いの保護の語句 

2005年４月 13日付町田市健康福祉部保健介護推進担当部長より請求者宛の回答文書 

職員の静止も聞かず、両者の承諾もされていない不適切な保護とする請求（担当職員○○氏）後

日、○○氏から、保護について係っていない請求者に対して苦情を伝えてきた。 

2015 年３月 31日 非訂正決定 

理由：申請者宛回答文書の文中に記載された、第三者に関する客観的事実の記載に対する訂正請

求であり、請求者本人の情報ではないため。また、客観的事実に請求者の評価、価値判断

を加える訂正は、訂正請求の対象となる「事実の誤り」に該当しないため。 

 

2014-77 2015年３月 30日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票発行履歴（Ｈ27.１.１～Ｈ27.３.30） 

2015 年４月 12日 開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、2015

年１月 27日 堺市民センター受付分の住民票の写し等交付請求書 

2015 年４月 12日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地○○ 氏名 ○○○○の住民票の写し等を請求した、 

１ 2015年１月６日 市民課受付分の住民票の写し等職務上請求書 

２ 2015年３月 16日 市民課受付分の住民票の写し等職務上請求書 

 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 

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

おそれがあるため。 

    ・２の文書のうち 別紙（書類ご送付の件）：事務局担当者の氏名 

：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、    

開示することにより、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と認められるため。 

・１の文書のうち 請求者に係る職印の印影 

・２の文書のうち 請求者に係る職印の印影 
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３ 年度・実施機関別個人情報開示等請求の件数（2005年度以降、括弧内は取下げ件数） 

 

実施機関
　　年度

 種別
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 計

請　求 27 36 55(1) 122(2) 68(2) 67(1) 45(1) 44(1) 47 61(1) 572(9)

不服申立て   1 37 30 8  3   79 

請　求 8 5 5 1 1 2  3(1) 2 16(2) 43(3)

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求   1     1   2 

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求      1     1 

不服申立て           0 

請　求    1       1 

不服申立て           0 

請　求 35 41 61(1) 124(2) 69(2) 70(1) 45(1) 48(2) 49 77(3) 619(12)

不服申立て 0 0 1 37 30 8 0 3 0 0 79 

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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