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第２章 個人情報開示等請求の状況 

 

１ ２０１５年度の経過 

２０１５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、子ども家庭支援センターにおける相談の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４９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）２０１５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 

総 務 部 市 政 情 報 課 １ 

４３ 

（内取り下げ１） 

財 務 部 
市 民 税 課 ３ 

納 税 課 ２ 

市 民 部 市 民 課 
２４ 

（内取下げ１） 

地 域 福 祉 部 福 祉 総 務 課 ２ 

いきいき生活部 高 齢 者 福 祉 課 ２ 

保 健 所 生 活 衛 生 課 １ 

子 ど も 生 活 部 

子 ど も 総 務 課 ２ 

子 ど も 家 庭 

支 援 セ ン タ ー 
５ 

建 設 部 道 路 用 地 課 １ 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課 ６ ６ 

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  
４９ 

（内取り下げ１） 

４９ 

（内取り下げ１） 

 

※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 ３６人 ４人 ４０人 

請求件数 ４５件 ４件 ４９件 

※１人当たりの請求件数約１．２件、１人最大請求件数５件(市内に住所を有する個人) 

 

 

 

（３）請求に対する決定区分別件数 

決  定  区  分 

合計 
請求 

却下 開示等 部分開示等 非開示等 不存在 
存否応答 

拒否 

２０件 １８件 ２件 １５件 ０件 ５５件 ２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 ０件 １４件 ４件 ０件 ４件 ０件 ０件 ２２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 ２０１５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・・・・・・・・ 

 

 

2015-１ 2015年４月２日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付請求書（2014年４月１日～2015年４月１日） 

2015 年４月 15日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書、2015 年３月 25 日受

付分 

 

2015-２ 2015年４月 30日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2015年４月１日～30日） 

2015 年５月８日 不存在決定 

 理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し、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。 

 

2015-３ 2015年４月 30日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■戸籍証明書等交付請求書（2014年 11月１日～2015年４月 30日） 

2015 年５月 13日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 2014 年 11 月４日受付

分、2015 年２月 25 日受付分、2015 年４月 10 日受付分、2015 年４月 27 日受付分、2015 年４

月 30日受付分 

2015 年５月 13日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 2015 年３月 11 日受付

分、2015年４月 15日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

   ・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 

   ・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 

 

2015-４ 2015年５月８日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■犯罪歴 

2015 年５月 20日 不存在決定 

 理由：犯罪歴の保管については、本籍地を管轄する市区町村で行っているが、請求者の本籍地が

町田市ではないため、請求者の犯罪歴の情報は保有しておりません。 

 

2015-５ 2015年５月 20日 訂正請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■2014年６月 11日 ○○小学校保護者△△さんに関する対応記録 

 ５月１日学校の対応 「ＰＴＡ運営委員会の決定に賛同する。」とあるが、この時点でＰＴＡ運

営委員会では、会長名で出す文書の書き方について説明があったのみで、そのような決定はして

いない。 
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４月 30 日△△さんの動き 「ＰＴＡ運営委員会でＰＴＡ学級通信を配布することを伝える。→

ＰＴＡは拒否」 そのような事実はまったく無い。そもそも「ＰＴＡは拒否」の「ＰＴＡ」とは

だれか？会長か、委員か、委員会でそう議決したのか。ＰＴＡは法人でないし、自然人でもない。

「ＰＴＡは拒否」はありえない。 

 ５月 14 日市教委にＰＴＡ学級通信を配布できないことの苦情を訴える。 その話はついでにし

ただけ。主な話は、違法行為を繰り返している団体にそれと知りつつ学校を利用させるべきでな

いという話だった。 

 2015 年６月 10日 訂正決定 

 ・2014年６月 11日 ○○小学校保護者△△さんに関する対応記録 

※下線部分は、訂正を加えた箇所。 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

2014/4/30 

△△さんの動き 
→ＰＴＡは拒否 

→ＰＴＡの役員は、ＰＴＡの役員

は、ＰＴＡ会長や校長が内容を承認

していない文書を配布することを

拒否 

2014/5/1 

学校の対応 

ＰＴＡ運営委員会の決定に賛同す

る。 

ＰＴＡ運営委員会での役員の判断

を支持する。 

2014/5/14 

△△さんの動き 

市教委にＰＴＡ学級通信を配布で

きないことの苦情を訴える。 

市教委に違法行為を繰り返してい

るＰＴＡにそれと知りつつ学校を

利用させるべきではないこと、ＰＴ

Ａ学級通信を配布できないことの

苦情を訴える。 

2015 年７月３日 訂正決定の取消し 

2015 年７月３日 訂正決定 

 ・2014年６月 11日 ○○小学校保護者△△さんに関する対応記録 

※下線部分は、訂正を加えた箇所。 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

2014/4/30 

△△さんの動き 

ＰＴＡ運営委員会でＰＴＡ学級通

信を配布することを伝える。→ＰＴ

Ａは拒否 

学校にＰＴＡ学級通信を配布する

ことを伝える。 

2014/4/30 

学校の対応 
  

学校は、「配布する前にＰＴＡ会長

や校長の承認を得ることが必要で

あり、このままでは承認できない」

と回答した。 

2014/5/1 

学校の対応 

ＰＴＡ運営委員会の決定に賛同す

る。 

※その後、この要望に対して、ＰＴ

Ａ学級通信の修正案を渡した。 

2014/5/14 

△△さんの動き 

市教委にＰＴＡ学級通信を配布で

きないことの苦情を訴える。 

市教委に違法行為を繰り返してい

るＰＴＡにそれと知りつつ学校を

利用させるべきではないこと、ＰＴ

Ａ学級通信を配布できないことの

苦情を訴える。 

 

2015-６ 2015年５月 20日 訂正請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■６月３日 ○○小学校で●と面談 18：30～ 

 ①△△父よりＴＥＬ １８：００ごろ 

電話した事実はたぶんあるが、内容は事実と全く異る。正しく改めるか、さくじょしてほしい。 

②●●よりＴＥＬ １７：００ごろ 
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「学級通信を出させろ」といった話はしていない。ＰＴＡ会員が学校で文書の配布をお願いし

た場合の対応がデタラメであることを指摘した。 

「一方的に切る」は●●が切ったのならそうかもしれない。△△が切ったという意味であれば

事実でない。 

③元職員□□ＳＶが「はてなブログ」に抗ギメール 

私人の行動がなぜ、市の公文書に記録されているのか。市として抗ギしたなら、なぜそう書か

ないのか。正しく書きなおしてほしい。 

④父との面談の際の態度「うつむいて目を合わせない」 

いつ、どこで、だれとの面談か、明記してほしい。これでは事実かどうか、△△にもわからな

い。 

⑤母の日ごろの様子 

「父にはやめてと言っている」の「言っている」のはだれか？現状はあいまいすぎて、事実か

どうか△△にもわからない。正確に書くかさくじょしてほしい。 

2015 年６月 10日 決定延期 

理由：対象文書自体の消去を希望するのか、個々の記載ごとの削除を希望するのかについて、請

求者の意向を確認中であるため。 

2015 年６月 30日 部分訂正決定 

 ・請求の内容のうち①及び⑤に係る記載を削除する。 

理由：請求の内容のうち②から④までに係る個々の記載については、事実を確認しうる他の記録

が存在せず、事実に誤りがあるか否かを判別することも、正確な内容に改めることもでき

ないため。 

なお、請求に係る個人情報記録は、既に学校における保有の必要がなくなっている文書で

あるため、廃棄の対象となっているものです。このため、町田市個人情報保護条例第２３

条に規定する消去等の請求の対象とすることができる旨をお知らせし、対象文書自体の消

去を希望されるか否かについて、意向を伺ったところです。 

しかしながら、期日までに回答がなかったため、請求内容を変更する意思は無いものと判

断し、上記のとおり決定したものであることを申し添えます。 

 

2015-７ 2015年５月 25日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2015年３月 23日～５月５日） 

2015 年６月８日 不存在決定 

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

 

2015-８ 2015年６月２日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2015年４月 17日～６月

２日） 

2015 年６月 15日 不存在決定 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付

申請書は存在いたしません。また、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。 

 

2015-９ 2015年６月２日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2015年２月 19日～６月

２日） 

2015 年６月 15日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 2014 年４月 17 日受付

分 

2015 年６月 15日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付
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申請書 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付

申請書は存在いたしません。 

 

2015-10 2015年６月４日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2014年４月１日～2015年６月４日） 

 2015 年６月 16日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2014 年７月 29 日受

付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

    ・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 

   ・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 

 

2015-11 2015年６月 11日 開示請求 …………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■母子相談 相談記録 2014年８月 15日～2015年６月 11日（2014年８月 15日・18日・19日、９

月 25日） 

子育て相談 児童相談記録票 2013年４月 17日～2015年６月 11日（2013年４月 17日、2014年

８月 15 日・18日・19日、９月 24日、11月５日、12月２日） 

2015 年６月 23日 開示決定 

・相談記録（母子相談） 2014年８月 15 日・18日・19日、９月 25日 

・虐待通告受付票（子育て相談） 2014年８月 15日 

・指導・経過記録票（子育て相談） 2014 年８月 18 日・19 日、９月 17 日・24 日、11 月５日、

12 月 12日 

2015 年６月 23日 部分開示決定 

・相談記録票（子育て相談） 2013 年４月 17日～６月 27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、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。 

・Ｐ３ 調査対象の生年月日、続柄、住所、異動日。1 番の生年月日、続柄、前住所・転

入・転居・転出・出生、異動日。 

  ：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第６号に該当 

○市の事業の運営に関する情報であって、開示することにより当該事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。 

・Ｐ５（34 行）～Ｐ７（14 行）。Ｐ８（17 行）～Ｐ11（14 行）。Ｐ12（１行～５行）。Ｐ

13（17行）～Ｐ14（28行）。Ｐ15（15行～23行）。 

 

2015-12 2015年６月 15日 訂正請求 ……………………………（いきいき生活部高齢者福祉課） 

■2005年４月 13日 ３．○○○○様へのお願い 「保護していた状況を請求者に対して苦情の申

し立てをした 保護している施設」の手前に追加。 

職員の静止も聞かず、両者の承諾もされていない 不適切な保護を一切関係していない○○○○

（請求者）に対して担当職員○○氏が不平不満の苦情を申し立ててきた。 

2015 年６月 25日 非訂正決定 

・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 

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。 

※2015年６月 30 日 異議申立て 
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2015-13 2015年６月 18日 開示請求…………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書（2014年４月１日～2015年６月 18日） 

2015 年７月２日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書、2015 年６月 18 日受

付分 

2015 年７月２日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2014 年 10 月３日受

付分、2014 年 11 月７日受付分、2015 年１月 21日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

   ・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 

   ・必要な方の住所、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 

2015 年７月２日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 2014 年４月１日から

2015年６月 18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。 

 

2015-14 2015年６月 29日 開示請求 ………………………………………………（財務部納税課） 

■○○さんと話をした内容と、○○さんが残した記録 

2015 年７月 10日 部分開示決定 

・経過記録一覧（平成 26 年２月 12日から平成 27年６月 29日までの分） 

（○○さんと話をした内容と、○○さんが残した記録） 

理由：町田市個人情報保護条例第２１条第１項第３号に該当（１） 

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

おそれがあるため。 

：町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に該当（２）、（３） 

○市の事務に関する情報であって、開示をすることにより当該事務の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

・財産調査内容に関すること （２） 

・業務予定又は対応手順に関する記載事項 （３） 

番号 開示しない部分 非開示理由 

１ Ｈ26.2.12 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

２ Ｈ26.3.19 の記録（1件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

３ Ｈ26.3.19 の記録（2件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

４ Ｈ26.5.29 の記録（1件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

５ Ｈ26.5.29 の記録（2件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

６ Ｈ26.5.29 の記録（3件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

７ Ｈ26.5.29 の記録（4件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

８ Ｈ26.5.29 の記録（5件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

９ Ｈ26.6.25 の記録（2件目）のうち 2 行目前段の 8文字及び後段の

9文字 
（３） 

１０ Ｈ26.7.4の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

１１ Ｈ26.7.14 の記録（1件目）うち 2行目後段から 3行目前段まで及

び 4行目後段 
（３） 

１２ Ｈ26.7.14 の記録（2件目）のうち 2 行目及び 3行目 （３） 

１３ Ｈ26.8.19 の記録（2件目）のうち 2 行目前段 （３） 
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１４ Ｈ26.8.20 の記録のうち金融機関の担当者名及び性別 （１） 

１５ Ｈ26.8.22 の記録（1件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

１６ Ｈ26.8.22 の記録（2件目）のうち 3 行目後段から 8行目前段まで （３） 

１７ Ｈ26.8.27 の記録（3件目）のうち金融機関の担当者名及び性別 （１） 

１８ Ｈ26.8.29 の記録（2件目）のうち 2 行目後段から 4行目まで （３） 

１９ Ｈ27.1.22 の記録のうち時刻及び記録種別名を除く部分 （１）（２） 

２０ Ｈ27.2.26 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

２１ Ｈ27.5.14 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

２２ Ｈ27.5.19 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

２３ Ｈ27.5.22 の記録（1件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

２４ Ｈ27.5.22 の記録（2件目）のうち時刻及び記録種別名を除く部分 （２） 

 

2015-15 2015年６月 29日 開示請求 ………………………………………………（財務部納税課） 

■□□さんと話した内容と、□□さんが残した記録 

2015 年７月 10日 部分開示決定 

・経過記録一覧（平成 26 年 10月 16日から平成 27年６月 29日までの分） 

（□□さんと話をした内容と、□□さんが残した記録） 

理由：町田市個人情報保護条例第２１条第１項第３号に該当（１） 

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

おそれがあるため。 

：町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に該当（２） 

○市の事務に関する情報であって、開示をすることにより当該事務の実施の目的を失わせ、

又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。 

・財産調査内容に関すること 

番号 開示しない部分 非開示理由 

１ Ｈ27.1.22 の記録のうち時刻及び記録種別名を除く部分 （１）（２） 

２ Ｈ27.2.26 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

３ Ｈ27.5.14 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

４ Ｈ27.5.19 の記録のうち記録種別名を除く部分 （２） 

５ Ｈ27.5.22 の記録（1件目）のうち記録種別名を除く部分 （２） 

６ Ｈ27.5.22 の記録（2件目）のうち時刻及び記録種別名を除く部分 （２） 

 

2015-16 2015年６月 30日 訂正請求 ……………………………（いきいき生活部高齢者福祉課） 

■2005年４月 13日 ３．○○○○様へのお願い 「施設から自主的に退所され」の後に追加。 

一切関係していない○○○○（請求者）に対して担当職員○○氏が不平不満の苦情を申し立てて

きた。 

2015 年７月 16日 非訂正決定 

・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 

理由：請求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、請求内容は、前後関係から判断しても、

新たな文言の加筆を求めるものであり、条例に規定している請求のいずれにも該当しない

ため。 

 

2015-17 2015年７月９日 開示請求 ……………………………………………（学校教育部指導課） 

■事故発生報告書 

2015 年７月 23日 部分開示決定 

・事故発生報告書 

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。 

・当事者欄の保護者氏名・住所、保護者の様子 

 

2015-18 2015年７月 28日 開示請求 …………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■八王子児童相談所と町田市子ども家庭支援センター（○○さん）に私の母のことで相談をしてい

ました。子どもへの虐待などの内容です。2015年６月～７月の相談記録。 

 2015 年８月 10日 開示決定 

・相談記録票（2015 年６～７月分） 

 

2015-19 2015年７月 30日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2014年４月１日～2015年７月 30日）、戸籍証明書等交付請求書（2012

年４月１日～2015年７月 30日） 

2015 年８月 12日 不存在決定 

 理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書は存在い

たしません。 

 

2015-20 2015年８月 14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～2015年８月 14日） 

2015 年８月 28日 不存在決定 

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

 

2015-21 2015年８月 17日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2015年７月１日～８月 16日） 

2015 年８月 19日 不存在決定 

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

 

2015-22 2015年８月 25日 訂正請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■事故発生報告書 

 （事故発生の状況２行目）「軽く押したところ」→「突き飛ばしたところ」（第１希望）、「ふいに

後ろより押したところ」（第２希望） 

2015 年９月３日 部分訂正決定 

 ・（請求の内容を踏まえ）「ふいに押したところ」に一部訂正する。 

理由：請求の内容に係る記載は、関係生徒からの報告に基づくものであるが、複数の生徒の間で

主張が異なる部分については、事実関係を確認することができないため。 

 

2015-23 2015年８月 26日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2014年４月１日～2015年８月 26日） 

2015 年９月３日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2014 年８月 14 日受

付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

○第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。 

    ・窓口に来た方の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者とのご関係、本人確認書類欄、

備考欄 

   ・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、使いみち 

   ・本人確認用添付書類：全部 
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2015-24 2015年８月 27日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■○○中学校における 2014年５月 26日の学校での怪我についての事故発生報告書 

2015 年９月 10日 部分開示決定 

・○○中学校における 2014 年５月 26日の学校での怪我についての事故発生報告書 

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。 

   ・当事者欄の保護者氏名・住所、保護者の様子 

 

2015-25 2015年８月 25日 訂正請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■事故発生報告書 

 ①（保護者の様子３行目）「５名」→「６名」 

②（保護者の様子８行目）「信頼関係を築けている」→「保護者は不審感でいっぱいで学校長の

対応に全く納得していない」 

2015 年９月３日 部分訂正決定 

 ・請求の内容のうち、①に係る記載を「６名」に訂正する。②に係る記載については訂正しない。 

理由：町田市個人情報保護条例第 22 条の規定により、個人情報の訂正請求は「事実に誤り」が

ある場合に求めることができる。請求内容のうち②に係る記載は、学校の見解を記載した

ものであり、訂正請求の対象となる「事実に誤り」には該当しないため。 

 

2015-26 2015年９月３日 開示請求 ………………………………………………（財務部市民税課） 

■市民税・都民税申告書 平成 21～27年度（平成 20～26年分） 

2015 年 9月８日 開示決定 

・平成 21年度 市民税・都民税申告書（平成 20 年分） 

平成 22 年度 市民税・都民税申告書（平成 21年分） 

平成 23 年度 市民税・都民税申告書（平成 22年分） 

平成 24 年度 市民税・都民税申告書（平成 23年分） 

平成 25 年度 市民税・都民税申告書（平成 24年分） 

平成 26 年度 市民税・都民税申告書（平成 25年分） 

平成 27 年度 市民税・都民税申告書（平成 26年分） 

 

2015-27 2015年９月７日 開示請求 ……………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■平成 23 年１月１日～３月末日までの間に私が夫婦関係などの家庭の問題につき、貴市役所に相

談したことの記録。①相談年月日②主な相談の内容 

 2015 年９月 7日 開示決定 

・相談記録カード（平成 23年１月１日～同年３月末日までの分） 

 

2015-28 2015年９月８日 開示請求 ……………………………………………（建設部道路用地課） 

■私の申請した土地境界図に関する書類一式（図面番号○－○○） 

2015 年９月 16日 部分開示決定 

・土地境界確定について（町田第○－○○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、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。 

   ・起案書のうち、第三者（個人）の境界確定通知書（案）、測量会社担当者の印影 

・土地境界図のうち、合意欄の第三者（個人）の立会場所・土地の地番、土地の所有者住

所・氏名・印、作成者欄の資格・登録番号 

：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第４号に該当 
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     ○法人に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人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。 

・起案書のうち、 法人の印影 

・土地境界図のうち、 作成者欄の法人の印影 

 

2015-29 2015年９月 14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１日～９月 14日） 

2015 年９月 28日 開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

①住民票の写し等交付請求書 2015年２月 23日受付分 

②手紙による住民票交付請求 2015年３月 20日受付分 

③「住民票の写し等の請求について（依頼）」 2015年８月 13 日付け 2015年８月 18日受付分 

2015 年９月 28日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の 

① 住民票の写し等交付申請書（郵送請求用） 2015 年２月 25 日付け 2015 年２月 26 日受付

分 

②「住民票の写し等の請求について（依頼）」 2015年３月 17 日付け 2015年３月 19日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

   ・①のうち、支社長の氏名、担当者の氏名、担当者の確認書類（運転免許証、社員証）の

写し 

・②のうち、対象者氏名、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 

     ○法人に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上

の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるため。 

・①のうち、法人の印影 

 
2015-30 2015年 10月 19 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書（2014年 11月１日～2015年 10月 19日） 

 2015 年 10月 26日 開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2014 年 11 月

４日受付分 

 2015 年 10月 26日 部分開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍謄本等職務上請求書 2015 年 10 月５

日付け 2015年 10月６日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

   ・「筆頭者の氏名・世帯主の氏名」欄のうち、請求者との関係に関する事項 

・「依頼者の氏名又は名称」欄のうち、依頼者の氏名、請求者との関係に関する事項 

・「上記に該当する具体的事由」欄のうち、請求者との関係に関する事項 

 

2015-31 2015年 10月 20 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2014年４月１日～2015年 10月 20日） 

2015 年 10月 29日 不存在決定 

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

 

2015-32 2015年 10月 26 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 



第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

 164 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書（2015年９月１日～10月 26日） 

2015 年 11月５日 不存在決定 

 理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書は存在い

たしません。 

 

2015-33 2015年 10月 29 日 開示請求 …………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■子ども家庭支援センターへの 2015年１月～現在までの相談記録 

2015 年 11月９日 開示決定 

・虐待通告受付票：○○○○・□□□□ 

・児童相談記録票：○○○○・□□□□ 

・指導・経過記録票：○○○○ 

平成 27 年１月６日、７日、20 日、21 日。平成 27 年３月４日。平成 27 年４月 17 日。平成

27 年６月 26日。平成 27年７月６日、13日、23日。平成 27年８月 31日。平成 27年９月１日。

平成 27年 10月２日、５日、６日、15日、21 日。 

 

2015-34 2015年 10月 30 日 開示請求 ………………………………（子ども生活部子ども総務課） 

■児童扶養手当の申請書類について 

平成 27 年３月５日、６日、９日、自身が子ども総務課にて申請を行い、受付・作成された認定

請求書及び添付書類一切。 

2015 年 11月 13日 開示決定 

・児童扶養手当認定請求書兼住所変更届 

・戸籍全部事項証明 

・市民税県民税課税額証明書 

・養育費等に関する申告書 

・未婚の調書 

・公的年金調書 

・今後の生計について 

・賃貸借契約証書 

・重要事項説明書 

・管理受託契約の成立に係る通知書 

・仲介手数料領収書 

 

2015-35 2015年 12月２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３月 10日～12月２日） 

2015 年 12月 15日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等職務上請求書 2015年３月

９日付け 2015年３月 11日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第３号に該当 

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

があるため。 

   ・利用目的の内容 

：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。 

・請求者欄及び欄外の職印の印影 

 

2015-36 2015年 12月７日 開示請求 ………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■子ども家庭支援センター、相談記録すべて 
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2015 年 12月 10日 開示決定 

・指導・経過記録票：○○○○ 

平成 27年 10月１日、５日、15日。 

 

2015-37 2015年 12月７日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課） 

■給与支払報告書 平成 25 年１月１日～12 月 31 日分、平成 26 年１月１日～12 月 31 日分、計２

年分 

2015 年 12月 18日 開示決定 

・平成 26年度（平成 25年分） 給与支払報告書（個人別明細書） 

平成 27 年度（平成 26年分） 給与支払報告書（個人別明細書） 

 

2015-38 2015年 12月８日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書（2015年６月２日～12月８日） 

2015 年 12月 16日 開示決定 

 ・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2015 年６月

30 日受付分 

2015 年 12月 16日 不存在決定 

 ・本籍 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍証明書等交付請求書 

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

 

2015-39 2015年 12月 22 日 開示請求 ………………………………（子ども生活部子ども総務課） 

■児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成の申請書類及び添付書類一切。 

2016 年１月５日 開示決定 

・児童育成手当認定申請書 

・ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書（兼現況届） 

・戸籍全部事項証明 

・市民税県民税課税額証明書 

・養育費等に関する申告書 

・未婚の調書 

・賃貸借契約証書 

・国民健康保険被保険者証 

 

2015-40 2016年１月８日 開示請求 …………………………………………（保健所生活衛生課） 

■①町田市保健所（担当○○氏）に対して私が相談した相談履歴とその概要文書 

②上記相談に基づいて、担当の方の対応履歴 

③上記相談における担当の方と先方との対応内容の記録、先方の約束した内容 

上記内容において、2013年５月 22日以降現在までの文書 

2016年１月 21日 開示決定 

以下の日付で請求者から受信した、電子メール及び当該電子メールに対する返信の内容 

  ・2013年 12月 10日 ・2013 年 12月 19日 ・2014 年１月 29日 ・2014年３月 31日 

  ・2014年８月 12日 ・2015年１月 12日 ・2015 年４月 20日 ・2015 年５月 31日 

  ・2015年６月３日 ・2015年７月 12日 ・2015 年９月 13日 ・2015 年９月 30日 

  ・2015年 11月９日 ・2015年 11月 29日 ・2016年１月４日 

 2015 年１月 21日 部分開示決定 

 ・苦情・要望・相談等受理（処理）簿（受付番号：○○○） 

  2013年９月 12日～2016 年１月４日分 

   

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 苦情・要望・相談等受理（処理）簿 町田市個人情報保護条例第２１条第１項第３号に
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（受付番号：○○○）のうち、飼い

主の「名前」、「住所」、「電話番号」 

 

該当 

第三者に関する情報であって、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

処理内容（２０１１年１１月４日か

ら２０１１年１１月９日）の記録の

うち「飼い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

３ 

 

 

 

 

２０１３年９月２４日の記録のう

ち「飼い主の家族の在宅状況」 

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。 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年９月２５日の記録のう

ち、「飼い主の電話番号」、「飼い主

が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

５ 

 

 

 

 

２０１３年１１月１４日の記録の

うち「飼い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年１２月２６日の記録の

うち「飼い主が話した内容」 

 

 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

７ 

 

 

 

 

２０１４年２月１９日の記録のう

ち「飼い主が話した内容」 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年４月２１日の記録のう

ち、「飼い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

９ 

 

 

 

 

２０１４年６月５日の記録のうち

「飼い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年８月２８日の記録のう

ち「飼い主の家族の在宅状況」、「飼

い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

11 

 

 

 

 

 

２０１５年１月２８日の記録のう

ち「飼い主が話した内容」 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

12 

 

 

 

２０１５年５月１１日の記録のう

ち「飼い主の家族の在宅状況」 

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。 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年５月１２日の記録のう

ち「飼い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

14 

 

 

 

 

２０１５年７月３０日の記録のう

ち「飼い主の家族の在宅状況」 

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。 

15 

 

 

 

２０１５年７月３１日の記録のう

ち「飼い主が話した内容」 

 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 
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 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公平かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

16 

 

 

 

 

 

 

２０１５年１０月１４日の記録の

うち「飼い主が話した内容」 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

17 

 

 

 

 

２０１５年１１月２６日の記録の

うち「聞き取り調査を行った第三

者の氏名」、「聞き取り調査を行っ

た第三者が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

18 ２０１５年１２月 1日の記録のう

ち「聞き取り調査を行った第三者

の氏名」 

 

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。 

19 

 

２０１５年１２月３日の記録のう

ち「飼い主が話した内容」 

 

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、開示をすること

により当該第三者の権利利益を侵害するおそれが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第２１条第１項第６号に

該当 

 開示をすることにより当該事務又は事業の実施

の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるため。 

 

2015-41 2016年１月 15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２月 17日～2016年１月 15日） 

2016年１月 25日 不存在決定 

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

 

2015-42 2016年１月 18日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■私の印鑑登録期間がわかる書類一式 

2016 年１月 25日 取下げ 
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2015-43 2016年１月 20日 開示請求 …………………………………………（総務部市政情報課） 

■去年６月から市政情報課（○○・□□氏）の記録関連全て 相談内容 

 遅延してきた６ヶ月 ○○氏の応対だから関連した全て相談内容 

2016年２月３日 開示決定 

・市政要望の送付について（通知）№213 

・市政要望への対応について（依頼）№335 

・市政要望№335 に関する件について（情報提供とお願い） 

・市政要望への対応について（報告）№335 

・市政要望への対応について（依頼）№335-2 

・市政要望への対応について（回答）№335-2 

・市政要望への対応について（依頼）№335-3 

・市政要望の送付について（通知）№455 

・市政要望への対応について（依頼）№536 

・市政要望への対応について（回答）№536 

・メールフォーム受信記録（受信日は次のとおり） 

2015年６月１日、2015年６月８日、2015 年６月 15 日、2015年６月 22日、2015 年６月 26日、

2015年６月 29日、2015年７月 23日、2015 年８月 25日、2015 年９月 15 日、2015 年 10月 14

日、2015 年 10 月 21 日、2015 年 10 月 23 日、2015 年 10 月 26 日、2015 年 10 月 30 日、2015

年 11月９日、2015年 11月 16日、2015年 12月 11日、2015年 12月 28 日、2016 年１月５日 

 

2015-44 2016年１月 20日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部福祉総務課） 

■福祉総務課の○○氏が 2014年５月２日、2009年第３号・４号・５号事件の証言の記録 

証言の記録の全て  証言事実が違っている為 

2016年２月３日 却下 

理由：請求内容から、町田市情報公開・個人情報保護審査会２００９年度第３号、４号、５号事

件の２０１４年５月２日付答申書における「第６ 審査会の判断」の「２ 本件請求に至

る経緯」で引用されている実施機関の説明に関する記録の開示を求めているものと思料い

たします。 

しかし、当該実施機関の説明は、第三者である□□様の△△様に関するものであり、町田

市個人情報保護条例第２０条第１項に規定する「自己に関する保有個人情報」には該当し

ません。 

以上のことから、本請求は請求権を有しない者によるものであるため、却下いたします。 

※2016年２月４日 異議申立て 

 

2015-45 2016年１月 20日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部福祉総務課） 

■福祉総務課の□□氏が 2015年６月 15日付近で、△△△△の入所の際、成年後見人が必要と●●

氏に話した内容 

請求者の事について話した事である。2015年６月 15日の●●氏の署名がある。（くいちがい） 

2016年２月３日 却下 

理由：請求内容から、特別養護老人ホーム「△△△△」の入所手続きに関する説明の記録の開示

を求めているものと思料いたしますが、当該説明は、一施設の運用実態に関するものに過

ぎず、町田市個人情報保護条例第２条第２号に規定する個人情報（個人生活に関し特定の

個人が識別され、又は識別され得る情報）ではありません。 

よって、本請求は個人情報開示請求に該当しないため、却下いたします。 

※2016年２月 16 日 異議申立て 

 

2015-46 2016年２月 12日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課） 

■給与支払報告書 平成 22年～24年度 

2016 年２月 18日 開示決定 
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・平成 22年度（平成 21年分） 給与支払報告書（個人別明細書） 

平成 23 年度（平成 22年分） 給与支払報告書（個人別明細書） 

平成 24 年度（平成 23年分） 給与支払報告書（個人別明細書） 

 

2015-47 2016年２月 24日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書（2015年３月 12日発行分） 

 2016 年３月２日 部分開示決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地 本籍 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票

の写し等職務上請求書、戸籍謄本等職務上請求書 2015年３月 12日受付分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21条第１項第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 

 

2015-48 2016年３月７日 開示請求 …………………………………………………（市民部市民課） 

■私の印鑑登録申請書 

 2016年３月 14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：町田市印鑑条例により、申請書の保存年限は２年と定められており、2013 年４月１日以降

の申請書を検索したところ、上記件名の印鑑登録申請書は存在いたしません。 

  

2015-49 2016年３月 15日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2016年２月 23日～３月 14日） 

2016年３月 22日 不存在決定 

・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 

理由：検索の結果、上記の期間に交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 
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３ 年度・実施機関別個人情報開示等請求の件数（2006年度以降、括弧内は取下げ件数） 

 

実施機関
　　年度
 種別

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 計

請　求 36 55(1) 122(2) 68(2) 67(1) 45(1) 44(1) 47 61(1) 43(1) 588(10)

不服申立て  1 37 30 8  3  1(1) 4 84(1)

請　求 5 5 1 1 2  3(1) 2 16(2) 6 41(3)

不服申立て          1 1 

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 41 61(1) 124(2) 69(2) 70(1) 45(1) 48(2) 49 77(3) 49(1) 633(13)

不服申立て 0 1 37 30 8 0 3 0 1(1) 5 85(1)

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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