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第１章 情報公開請求の状況 

 
１ ２０１８年度の経過 

２０１８年度の請求の特徴としては、ごみ集積所の届出に関する文書、町田市内施設の指定

管理候補者の事業計画書に関する文書、市が譲与を受けた土地の譲与又は買収に関する書類等

の公開請求が行われました。 

１年間の請求件数は１１７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） ２０１８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 

企 画 政 策 課 ２ 

１１０ 

（内取下げ８） 

秘 書 課 １ 

広 聴 課 ２ 

総 務 部 
法 制 課 ６ 

職 員 課 ３ 

財 務 部 

財 政 課 １ 

市 有 財 産 活 用 課 ２ 

営 繕 課 １ 

資 産 税 課 １ 

市 民 部 市 民 協 働 推 進 課 ５ 

文化スポーツ 

振 興 部 
ス ポ ー ツ 振 興 課 

１０ 

（内取下げ３） 

地 域 福 祉 部 
福 祉 総 務 課 ２ 

生 活 援 護 課 １ 

いきいき生活

部 
介 護 保 険 課 １ 

子ども生活部 

児 童 青 少 年 課 ２ 

子 育 て 推 進 課 １ 

子 ど も 家 庭 

支 援 セ ン タ ー 
１ 

環 境 資 源 部 

環 境 政 策 課 
４ 

（内取下げ１） 

環 境 保 全 課 １ 

資 源 循 環 課 
１ 

（内取下げ１） 

３ Ｒ 推 進 課 ４１ 

道 路 部 道 路 管 理 課 ８ 

都市づくり部 

都 市 政 策 課 
１ 

（内取下げ１） 

建 築 開 発 審 査 課 １ 

公 園 緑 地 課 
９ 

（内取下げ２） 

下 水 道 部 下 水 道 管 理 課 ２ 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 

教 育 総 務 課 １ 

６ 

（内取下げ２） 

保 健 給 食 課 
３ 

（内取下げ１） 

指 導 課 
１ 

（内取下げ１） 
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生 涯 学 習 部 生涯学習センター １ 

選 挙 管 理 委 員 会  ０ ０ 

監 査 委 員 会  ０ ０ 

農 業 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 議 会 事 務 局 １ １ 

合 計  １１７ 

（取り下げ 10） 

１１７ 

（取り下げ 10） 

 

（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 １６人 ４人 ９人 ６人 ３５人 

請求件数 ８６件 ６件 ２１件 ８件 １１７件 

※１人当たりの請求件数約３．６９件、１人最大請求件数５６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 請求拒否 
公 開 部分公開 非公開 不存在 

存否応答 

拒否 

２３件 ３３件 ９件 ５４件 ０件 １１９件 ０ 

※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 

３４件 １２件 ３件 ６件 ０件 １件 ５６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 ２０１８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・・・・・・・・ 

 

 

2018-１ 2018年４月 11日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○-○○○の開設届 

 2018年４月 24日 部分公開決定 

 ・町田市ごみ集積所申請書 ○○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ものであるた

め。 

    ・申請者（２名）の氏名、印影、住所、電話番号 

 ※2018年４月 26日 審査請求 

 

2018-２ 2018年４月 23日 ………………………………………………………（財務部資産税課） 

■平成 29年中の登記異動修正済の地番図 shapeデータと、最新の家屋図 shape データ。 

 ※地番の他、字界・字名の情報も付加可能であれば。 

 ※最新版に更新される毎年の時期についてと、測地成果（ＪＧＤ2000、ＪＧＤ2011等）について 

 ※地番や字名等について、コード表記等による読み替え等を行っている場合は、それを読み替え

るための資料 

 2018 年５月 1日 公開決定 

 ・電子地番図（平成 30 年１月１日現在） 

  （町田市全域における、平成 30 年１月１日現在の土地の現況図で、地番図の「異動修正済み

データ」の複製物。） 

 2018 年５月 1日 部分公開決定 

 ・電子家屋図（平成 29 年１月１日現在） 

  （町田市全域における、平成 29 年１月１日現在の家屋の現況図で、家屋図の「異動修正済み

データ」の複製物。） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第６号に該当 

○地方税法（第 22 条）の規定により公開することができないため。 

 ・整理番号 

 ・課税区分 

 ・台帳コード 

 ・建物構造区分 

 ・住所確定区分 

 

2018-３ 2018年５月 1日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■○○町○－○○○ごみ集積所の設置届処理票 

2018 年５月 15日 不存在決定 

理由：町田市ごみ集積所申請書の事務処理に他の帳票は使用しておらず、設置届処理票及びこ

れに類する公文書は存在しないため。 

 

2018-４ 2018年５月１日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 
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■ごみ集積所○○町○-○○○の届出の申請者が町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例 34条に該当する者であることを市が確認したことを示す証拠 

2018年５月 15日 不存在決定 

理由：町田市ごみ集積所申請書の申請者は、町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

第 34条に該当する者である必要はないため、市が確認したことを示す証拠は存在しない。 

 

2018-５ 2018年５月１日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○-○○○の届出の申請者が町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例34条に該当する者で、家庭廃棄物を当該ごみ集積所に持ち出す等の利用者であることを示す証

拠 

2018年５月 15日 不存在決定 

 理由：町田市ごみ集積所申請書の申請者は、町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

第 34 条 に該当する者で、家庭廃棄物を当該ごみ集積所に持ち出す等の利用者である必要

はないため、市が確認したことを示す証拠は存在しない。 

 

2018-６ 2018年５月１日 ……………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2015年７月 16日付 15町政聴要第 186号の２の回答で示された、ごみ集積所○○町○-○○○の

届出について利用者の総意があったことを市が確認したことを示す証拠 

2018 年５月 15日 部分公開決定 

 ・町田市ごみ集積所申請書○○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ものであるた

め。 

    ・申請者（２名）の氏名、印影、住所、電話番号 

 

2018-７ 2018年５月１日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016年７月６日付 15町政聴要第 186号の 11の３の回答で示された、職員が当該ごみ集積所の 

ある町内会役員が集まった席に同席したことを確認できる資料すべて。（日誌、業務報告書、外 

出出張届等） 

2018 年５月 15日 公開決定 

 ・自動車運転日報 

 

2018-８ 2018年５月１日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016 年７月６日付 15 町政聴要第 186 号の 11 の３の回答で示された、職員が当該ごみ集積所の

ある町内会役員が集まった席に同席するにあたり作成した関連資料すべて。 

2018 年５月 15日 不存在決定 

理由：職員が当該ごみ集積所のある町内会役員が集まった席に同席するにあたり資料は作成して

いないため。 

 

2018-９ 2018年５月１日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018年３月 23日付 17町環推第 709号に示された、町内会等の方々の認識がわかる資料すべて。 

2018 年５月 15日 部分公開決定 

・ごみ集積所（町田市○○町○○○○番地・○○○脇）の移設及び廃止の件 

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ものである

ため。 

   ・文書の発信者の氏名 

 

2018-10 2018年４月 27日 ………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■スポーツ振興課が公募し、2014年４月より運営管理を開始している町田市立総合体育館の指定
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管理公募時の募集要項と仕様書 

2018 年５月 11日 取下げ 

 

2018-11 2018年５月８日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018年３月 23日付 17町環推第 709号に示された、市からの働きかけが分かる資料すべて。 

2018 年５月 22日 不存在決定 

理由：「市からの働きかけ」という文言は、会話の中での町内会等の発言を要約して表現したも

のであり、資料は存在しない。  

 

2018-12 2018年５月 10日 ………………………………………（生涯学習部生涯学習センター） 

■「講師派遣制度」の廃止経緯のわかる文書の全て 

2018年５月 21日 公開決定 

・①社会教育関係事業講師派遣制度の廃止の検討について 

 ②社会教育関係事業講師派遣制度の廃止について 

 ③社会教育関係事業講師派遣制度の廃止について（起案書） 

 ④町田市社会教育関係事業講師派遣要領の廃止について（起案書） 

 ⑤講師派遣制度に関する調査結果一覧 

 

2018-13 2018年５月 18日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○-○○○の届出の申請者２名が 15 町政聴要第 186号の２でしめされた、当

該ごみ集積所の利用者が行うべき管理や話し合いの代表の立場であることを示す証拠。 

2018年６月１日 不存在決定 

理由：○○町○-○○○の町田市ごみ集積所申請書の受理にあたり、申請者が代表の立場である

証拠の提出を求めておらず、また作成もしていないため。 

 

2018-14 2018年５月 18日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○-○○○の届出の申請者２名が 15 町政聴要第 186号の２でしめされた、届

出について利用者の間で話し合いが行われたことを示す証拠。 

2018年６月１日 不存在決定 

理由：○○町○-○○○の町田市ごみ集積所申請書を受理するにあたり、利用者の間で話し合い

が行われたことを確認する資料等の提出を求めておらず、また作成もしていないため。  

 

2018-15 2018年５月 18日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○-○○○の届出の申請者２名の公的地位又は立場に関連する情報。 

2018年６月１日 不存在決定 

理由：町田市ごみ集積所申請書の申請者は、公的地位又は立場にはあたらないため。 

 

2018-16 2018年５月 18日 …………………………………………………………（財務部営繕課） 

■原町田一丁目駐車場屋上防水改修工事の解体部分による作業からの振動等の衝撃による構造体

の調査結果の資料（営繕課検討資料含） 

2018年５月 29日 不存在決定 

 理由：原町田一丁目駐車場屋上防水改修工事の解体部分による作業からの振動等の衝撃と関係

した構造体の調査は、実施していないため。 

 

2018-17 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016年７月６日付 15町政聴要第 186号の 11の３の回答で示された、職員が聞いたごみ集積場

の使用状況すべて。 

2018年６月４日 不存在決定 

理由：○○○自治会役員の方々が集まった席に同席した際にお聞きした内容であるが、当該内

容に関する記録を作成していないため。 
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2018-18 2018 年５月 21 日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016 年７月６日付 15 町政聴要第 186 号の 11 の３の回答で示された、近隣の他のごみ集積所の

使用状況のわかる情報すべて。 

 2018 年６月４日 不存在決定 

 理由：近隣の他のごみ集積所の使用状況に関する資料等を作成していないため。  

 

2018-19 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016年７月６日付 15町政聴要第 186号の 11の４の回答で示された、状況報告と利用者数につ

いてがわかる情報すべて。 

2018 年６月４日 不存在決定 

理由：状況報告と利用者数についての資料等を作成していないため。 

 

2018-20 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018年５月 15日付 18町環推第 106号に示された、町田市ごみ集積所申請書で申請されたごみ集

積所が、町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱第３の設置基準に適合していることを示

す証拠。 

2018年６月４日 不存在決定 

理由：○○町○－○○○の町田市ごみ集積所申請書は、開設又は移動に関する届出ではないこと

から要綱第３の設置基準に適合していることを確認する帳票等は作成していないため。 

  

2018-21 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○-○○○の届出の申請者２名が、届出について、15 町政聴要第 186 号の２、

第 186号の４の６、第 186号の６で示された利用者間の話し合いをすべての利用者と行ったこと

を示す証拠。 

2018年６月４日 不存在決定 

 理由：○○町○－○○○の町田市ごみ集積所申請書の受理にあたり、利用者間の話し合いをすべ

ての利用者と行ったことを示す証拠の提出を求めておらず、また作成もしていないため。 

 

2018-22 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年５月 15 日付 18 町環推第 108 号に示された、町田市ごみ集積所申請書の申請者であるた

めの必要事項すべて。 

2018年６月４日 不存在決定 

理由：町田市ごみ集積所開設・移動・廃止届及び○○町○－○○○の町田市ごみ集積所申請書の

申請者であるための必要事項は、定めていないため。 

 

2018-23 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱第２に示された、事業者または建設者が近隣の既

存のごみ集積所の開設者を識別する方法を示す情報 

2018年６月４日 不存在決定 

理由：既存のごみ集積所の開設者を識別する方法を示す資料等は作成していないため。 

 

2018-24 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所申請書で申請されたごみ集積所が、町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する

要綱第２に示された、近隣の既存のごみ集積所である場合、町田市ごみ集積所申請書で申請した

申請者が、事業者または建設者に対し、居住者が当該ごみ集積所を利用することを、利用者間の

話し合いの上承諾したり、拒否できる立場であることを示す証拠。 

2018年６月４日 不存在決定 

理由：町田市ごみ集積所申請書の申請者は、届出時に利用者を代表して申請した者であり、事業

者または建設者に対し居住者が当該ごみ集積所を利用することを利用者間での話し合い
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の上承諾したり、拒否できる立場であると定めていないため。 

 

2018-25 2018年５月 21日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所申請書で申請されたごみ集積所が、町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する

要綱第２に示された、近隣の既存のごみ集積所である場合、事業者または建設者が、町田市ごみ

集積所申請書で申請した申請者をどのようにしたら識別することができるのかがわかる情報。 

2018年６月４日 不存在決定 

 理由：町田市ごみ集積所申請書で申請した申請者を、どのようにしたら識別することができるの

かが分かる資料等を作成していないため。 

 

2018-26 2018年５月 21日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■野津田公園拡張区域基本設計 

2018 年６月４日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2018 年６月 21日 取下げ 

 

2018-27 2018年５月 24日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○の届出の申請者２名が、17 町環推第 709 号で示されたように利用

者間の話し合いが実現していないにもかかわらず、届出についてどのようにして利用者の総意を

得たのかを示す証拠。 

2018年６月７日 不存在決定 

理由：○○町○－○○○のごみ集積所申請書の受理にあたり、どのようにして利用者の総意を得

たのかを示す証拠の提出を求めていないため。 

 

2018-28 2018年５月 25日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年５月 22 日付 18 町環推第 130 号の回答で示された、町内会との話し合いが、第三者を含

まない利用者間の話し合いであることを示す証拠。 

2018年６月８日 不存在決定 

理由：2018 年５月 22日付 18町環推第 130 号に記載した「町内会との話し合い」の具体的な対

象に関する資料等を作成していないため。 

 

2018-29 2018 年５月 25 日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年５月 22 日付 18 町環推第 130 号の回答で示された、町内会との話し合いが、○○自治会

の者だけでなく○○○町内会の利用者を含む利用者間の話し合いであることを示す証拠。 

2018年６月８日 不存在決定 

理由：2018年５月 22日付 18町環推第 130号に記載した「町内会との話し合い」の具体的な対象

に関する資料等を作成していないため 。 

 

2018-30 2018年５月 25日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年５月 22 日付 18 町環推第 130 号の回答で示された、町内会との話し合いが、○○○町内

会の利用者間の話し合いであることを示す証拠。 

 2018年６月８日 不存在決定 

 理由：2018年５月 22日付 18町環推第 130号に記載した「町内会との話し合い」の具体的な対象

に関する資料等を作成していないため。 

 

2018-31 2018年５月 31日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年５月 15 日付 18 町環推第 112 号に示された、文書の発信者が、ごみ集積所○○町○－○

○○の申請書の申請者の委任を得ている証拠。 

2018年６月 14日 不存在決定 

理由：「ごみ集積所（町田市○○町○○○○番地・○○○脇）の移設及び廃止の件」の発信者に
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対して、ごみ集積所○○町○－○○○の申請者の委任を得ている証拠の提出を求めておら

ず、また作成もしていないため。  

 

2018-32 2018年６月１日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2017 年 12月 14日付 17町政聴要第 541号の「市政要望への対応について（報告）」の「顛末等」

欄４行目に示された、町内会宛ての最終通告書等。 

 2018年６月 14日 不存在決定 

理由：検討の結果、町内会宛ての最終通告書等は作成しないことになり、当該検討に関する資料

等も作成していないため。  

 

2018-33 2018年５月 31日 ………………………………………………（下水道部下水道管理課） 

■管渠等緊急修繕請負単価契約の金額入設計書 

 下位代価表を含むすべての書類 

2018年６月７日 公開決定 

・管渠等緊急修繕請負単価契約 設計書 

 

2018-34 2018年６月７日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016 年７月６日付 15 町政聴要第 186 号の 11 の３の回答で示された、近隣の他のごみ集積所の

使用状況のわかる元情報含めてすべて。 

2018年６月 21日 不存在決定 

理由：近隣の他のごみ集積所の使用状況に関する資料等の作成、取得のいずれも行っていないた

め。  

 

2018-35 2018年６月７日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016 年７月６日付 15 町政聴要第 186 号の 11 の４の回答で示された、状況報告と利用者数につ

いてがわかる元情報含めてすべて。 

2018年６月 21日 不存在決定 

理由：状況報告と利用者数についての資料等の作成、取得のいずれも行っていないため。  

 

2018-36 2018年６月７日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱第２に示された、事業者または建設者が近隣の既

存のごみ集積所の開設者を識別する方法が存在することを示す証拠すべて。 

2018年６月 21日 不存在決定 

理由：既存のごみ集積所の開設者を識別する方法を示す資料等の作成、取得のいずれも行ってい

ないため。  

 

2018-37 2018年６月７日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年５月 15 日付 18 町環推第 106 号に示された、町田市ごみ集積所申請書で申請されたごみ

集積所が、町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱第３の設置基準に適合していることを

確認したことを示す証拠。 

2018年６月 21日 不存在決定 

 理由：○○町○-○○○の町田市ごみ集積所申請書は、開設又は移動に関する届出ではないこと

から、要綱第３の設置基準に適合していることを確認する帳票等は作成、取得のいずれ

も行っていないため。 

 

2018-38 2018年６月７日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所申請書の申請者が申請したとき、市が確認する事項すべて。 

2018年６月 21日 不存在決定 

 理由：町田市ごみ集積所申請書は、○○町○‐○○○に限って提出されたものであり、確認事

項を定めた文書は作成、取得のいずれも行っていないため。 
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2018-39 2018年６月 13日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年３月 23 日 17 町環推第 709 号と 2018 年５月 22 日付 18 町環推第 130 号の回答と 2018 年

６月８日付 18 町環推第 179、180、181 号に示された、具体的な対象が定まっていない「話し合

い」に参加することが、積極的な関与であるとされる、すべての根拠。 

 2018年６月 27日 不存在決定 

 理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-40 2018年６月 19日 …………………………………………………………（総務部法制課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連する法制課にある情報すべて。 

2018年６月 27日 非公開決定 

・法律相談一覧表_2018 

理由：町田市情報公開条例第５条第 1項第４号に該当 

  ○行政法律相談は、町田市の事務又は事業の意思決定過程において専門家の知見を活用す

ることで法的リスクを回避し、又は法的問題を解決することを目的に実施しており、そ

の内容を公開することによって、行政法律相談の利用を委縮させ、今後の行政法律相談

の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。 

 

2018-41 2018年６月 19日 …………………………………………………………（総務部法制課） 

■2017 年 12月 14日付 17町政聴要第 541号の「市政要望への対応について（報告）」の「顛末等」

４行目に示された、３Ｒ推進課と交わした相談などのすべての情報。 

2018年６月 27日 非公開決定 

・法律相談一覧表_2018 

理由：町田市情報公開条例第５条第 1項第４号に該当 

 ○行政法律相談は、町田市の事務又は事業の意思決定過程において専門家の知見を活用す

ることで法的リスクを回避し、又は法的問題を解決することを目的に実施しており、そ

の内容を公開することによって、行政法律相談の利用を委縮させ、今後の行政法律相談

の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。 

 ※2018年８月 23日 審査請求 

 

2018-42 2018年６月 19日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2016年２月 22日付 15町政聴要第 186－８号の「市政要望への対応について（報告）」の「顛末

等」1行目に示された、町内会の役員が利用者であることを示す証拠。 

2018年７月３日 不存在決定 

 理由：町内会の役員が利用者であることを示す証拠の作成、取得のいずれも行っていないた 

    め。 

2018-43 2018年６月 19日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2017 年 12月 14日付 17町政聴要第 541号の「市政要望への対応について（報告）」の「顛末等」

４行目に示された、法制課と交わした相談などのすべての情報。 

2018年７月３日 不存在決定 

 理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-44 2018年６月 19日 ……………………………………………………（政策経営部広聴課） 

■ごみ集積所○○町○‐○○○に関連する広聴課にある情報すべて。 

2018年６月 27日 非公開決定 

文書番号 日付 件名 

15町政聴要第 186 号 2015年６月 24日 市政要望 

15町政聴要第 186 号 2015年７月７日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186 号の２ 2015年７月 16日 ご要望について 
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15町政聴要第 186‐３号 2015年７月 22日 市政要望 

15町政聴要第 186‐３号 2015年７月 30日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186 号の４ 2015年８月 18日 ご要望について 

15町政聴要第 186‐５号 2015年８月 21日 市政要望 

15町政聴要第 186‐５号 2015年９月２日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186 号の６ 2015年９月９日 ご要望について 

15町政聴要第 186‐７号 2015年９月 14日 市政要望 

15町政聴要第 186‐７号 2015年９月 30日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186‐７号 2016年２月８日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186 号の９ 2016年２月 23日 ご要望について 

15町政聴要第 186‐８号 2016年２月８日 市政要望 

15町政聴要第 186‐８号 2016年２月 22日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186‐10号 2016年２月 26日 市政要望 

15町政聴要第 186‐10号 2016年３月 10日 市政要望への対応について（報告） 

15町政聴要第 186‐10号 2016年６月 22日 市政要望への対応について（報告） 

16町政聴要第 161 号 2016年６月 10日 市政要望 

15町政聴要第 186 号の 11 2016年７月６日 ごみ集積所○○町○‐○○○の適正管理

を求める件について 

17町政聴要第 541 号 2017年 11月 30日 市政要望 

17町政聴要第 541‐２号 2017年 12月４日 市政要望 

17町政聴要第 541 号 2017年 12月 14日 市政要望への対応について（報告） 

17町政聴要第 541‐３号 2018年２月８日 市政要望 

17町政聴要第 541 号 2018年２月 23日 市政要望への対応について（報告） 

17町政聴要第 541‐４号 2018年３月 19日 市政要望 

17町政聴要第 541 号 2018年３月 28日 市政要望への対応について（報告） 

17町政聴要第 740 号 2018年３月 26日 市政要望 

17町政聴要第 740 号 2018年４月２日 市政要望への対応について（報告） 

17町政聴要第 740 号の２ 2018年４月９日 「2017 年 12月４日送信の市長への手紙の

市長の回答の要」について 

18町政聴要第 20 号 2018年４月９日 市政要望 

18町政聴要第 20‐２号 2018年４月 27日 市政要望 

文書番号なし 2018年４月 27日 （広聴課から本人への返信メール） 

18町政聴要第 20‐３号 2018年５月１日 市政要望 

文書番号なし 2018年５月１日 （広聴課から本人への返信メール） 

18町政聴要第 20‐４号 2018年５月２日 市政要望 

文書番号なし 2018年５月２日 （広聴課から本人への返信メール） 

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、特定個人が識別され、または識別され得るものであるた

め。 

    

2018-45 2018年６月 29日 …………………………………………………………（総務部法制課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連する法制課にある情報のうち、内容以外の情報すべて。（相

談日、相談元、回答日、回答元など） 

2018年７月 11日 非公開決定 

・法律相談一覧表_2018 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○行政法律相談は、町田市の事務又は事業の意思決定過程において専門家の知見を活用す

ることで法的リスクを回避し、又は法的問題を解決することを目的に実施しており、相
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談日、相談元、回答日、回答元等の内容以外の情報を含め、その記録を公開することに

よって、行政法律相談の利用を委縮させ、今後の行政法律相談の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。 

 

2018-46 2018年６月 29日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱第２に示された、事業者または建設者がどのよう

にしたら近隣の既存のごみ集積所の開設者を識別して、その承諾を得て、当該宅地の居住者が当

該ごみ集積所を利用できるよう努めることができるのかを示す情報。 

2018年７月 13日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-47 2018年６月 29日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■町田市ごみ集積所申請書で申請されたごみ集積所が、届出の根拠とされた 2015 年８月 18 日付

15 町政聴要第 186 号の４の１に示された、条例、施行規則及び要綱に従っていることを示す証

拠。 

2018年７月 13日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-48 2018年６月 29日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■2018 年６月 21 日付 18 町環推第 215 号に示された、町田市ごみ集積所申請書が○○町○－○○

○に限って特別提出された理由および市がそれを特別受理した理由。 

2018年７月 13日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-49 2018年７月４日 ………………………………（子ども生活部子ども家庭支援センター） 

■2018年度ひとり親家庭等子どもの生活、学習支援事業のプロポーザルにおいて、 

①１位事業者に特定された採点項目・採点結果の内容（配点結果など） 

②１位事業者に選定された、企画提案書内容の一式 

2018年７月 13日 公開決定 

 ・2018年度まこちゃん教室（町田市ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業）業務委託受 

託候補者選定のためのプロポーザルにおける「プロポーザル採点結果調書」  

2018 年７月 13日 部分公開決定 

・2018年度まこちゃん教室（町田市ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業）業務委託受

託候補者選定のためのプロポーザルにおける提案書及び添付書類（株式会社トライグループ

東京支店分） 

 公開しない部分 

 資料名 公開しない部分 根拠 

（１） 提案書 

法人の印影 ② 

法人の担当者名 ① 

法人の担当者電子メールアドレス ① 

（２） 見積書 
法人の印影 ② 

費用明細（単価、金額） ③ 

（３） 類似契約の契約書 法人の印影 ② 

（４） 誓約書 法人の印影 ② 

（５） 物品買い入れ等競争入札参加

資格審査受付票 

法人の印影 ② 

公文書の一部を公開しない理由 

根拠 根拠条文 公開しない理由 

①  町田市情報公開条例第５条第 個人に関する情報であって、特定の個人が識別される
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１項第１号 ため。 

②  町田市情報公開条例第５条第

１項第２号 

「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４号 

「町田市ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業

業務委託」に係る業者選定は、今後も公募型プロポー

ザル方式により行う予定であり、今後の契約事務の公

正かつ適正な実施を著しく困難にするため。 

                                                                                   

2018-50 2018年７月６日 ………………………………………………………（道路部道路管理課） 

■町田駅周辺施設物等管理協定書（ペデストリアンデッキ１号・２号・３号） 

※図面については、ペデストリアンデッキ２号に係るもののみ 

2018年７月 20日 公開決定 

・「町田駅周辺施設物等管理協定書」の一部を変更する協定書の締結について 

・「町田市と締結している協定書」の一部を変更する協定書について 

2018 年７月 20日 部分公開決定 

・町田駅周辺施設物等管理協定の締結について 

（図面）市街地再開発事業完了平面図・・・３枚 

（図面）ペデストリアンデッキ（１）２号電気設備図１・・１枚 

（図面）ペデストリアンデッキ（１）２号電気設備図２・・１枚 

※図面は２号デッキに係るもののみ 

・町田駅周辺照明施設の電気料金に関する協定書 

・「町田駅周辺施設物等管理協定書」の一部を変更する協定書の締結について（2013 年３月 19

日起案） 

・「町田駅周辺照明施設の電気料金に関する協定書」の一部を変更する協定書の締結について

（2013年３月 26日起案） 

・「町田駅周辺照明施設の電気料金に関する協定書」の一部を変更する協定書の締結について

（2014年４月 24日起案） 

・「町田駅周辺施設物等管理協定書」の一部を変更する協定書の締結について（2014 年４月 24

日起案） 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐れがあり、印影を公開

すると法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため 

・法人の印影 

 

2018-51 2018年７月 13日 ………………………………………………（環境資源部環境政策課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連する環境資源部長のもつ情報すべて。 

2018年７月 27日 非公開決定 

文書番号 日付 件名 

15町環政第 288号 2015 年６月 25日 市政要望への対応について（収受及び送付）

No.186 

なし 2015 年７月８日 市政要望 No.186の回答について（回答収受） 

15町環政第 379号 2015 年７月 22日 市政要望への対応について（依頼）No.186‐３

（照会収受） 

なし 2015 年７月 31日 市政要望への対応について（回答）No.186‐３

（３Ｒ推進課回答収受） 
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15町環政第 456号 2015 年８月 21日 市政要望への対応について（収受）No.186‐５ 

なし 2015 年９月３日 市政要望への対応について（回答収受）No.186‐

５ 

15町環政第 524号 2015 年９月 14日 市政要望への対応について（収受）No.186‐７ 

15町環政第 919号 2016 年２月９日 市政要望への対応について（収受及び送付）

No.186‐８ 

なし 2016 年２月 24日 市政要望への対応について（No.186‐８）報告

（収受） 

15町環政第 973号 2016 年２月 29日 市政要望への対応について（収受及び送付）

No.186‐10 

なし 2016 年６月 13日 市政要望の送付について（収受及び送付）No.161 

16町環政第 276号 2016 年６月 24日 市政要望への対応について（No.186‐10）回答

（収受） 

17町環政第 753号 2017 年 12月４日 市政要望への対応について（依頼） 

No.541（収受及び送付） 

17町環政第 762号 2017 年 12月５日 市政要望の送付について（収受及び送付）

No.541‐２ 

17町環政第 791号 2017 年 12月 15日 市政要望への対応について（中間報告） 

No.541、541‐２（収受） 

17町環政第 956号 2018 年２月９日 市政要望への対応について（収受及び送付）

No.541‐３ 

なし 2018 年２月 23日 市政要望への対応について（回答） 

No.541、541‐２、541‐３ 

17町環政第 1051 号 2018 年３月 20日 市政要望の送付について（通知）No.541‐４ 

17町環政第 1085 号 2018 年３月 26日 市政要望への対応について（収受及び送付）

No.740 

なし 2018 年３月 29日 市政要望への対応について（報告） 

No.541、541‐２、541の３、541 の４ 

18町環政第 28号 2018 年４月 10日 市政要望の送付について（収受及び送付）No.20 

18町環政第 128号 2018 年５月１日 市政要望の送付について（通知）No.20‐２ 

18町環政第 129号 2018 年５月１日 市政要望の送付について（通知）No.20‐３ 

18町環政第 147号 2018 年５月７日 市政要望の送付について（通知）No.20‐４ 

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、または識別され得るものであるた

め。 

 

2018-52 2018年７月 13日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連する環境資源部長のもつ情報すべて。 

2018年７月 27日 部分公開決定 

１ ごみ集積所申請書 ○○町○－○○○ 

２ ごみ集積所（町田市○○町○○○○番地・○○○脇）の移設及び廃止の件 

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ものであるた

め。 

１のうち、申請者（２名）の氏名、印影、住所、電話番号 

２のうち、文書の発信者の氏名 

2018年７月27日 非公開決定 

 起案日 件名 参考 

１ 2015 年６月 26日 市政要望への対応について（依頼） 15 町政聴要第 186 号 
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No.186 

２ 2015 年７月６日 市政要望への対応について（回答）

No.186 

15 町政聴要第 186 号 

３ 2015 年７月 22日 市政要望への対応について（依頼）

No.186‐３ 

15 町政聴要第 186‐３号 

４ 2015 年７月 30日 市政要望への回答について No.186‐

３ 

15 町政聴要第 186‐３号 

５ 2015 年８月 24日 市政要望への対応について（依頼）

No.186‐５ 

15 町政聴要第 186‐５号 

６ 2015 年９月２日 市政要望への対応について（回答）

No.186‐５ 

15 町政聴要第 186‐５号 

７ 2015 年９月 16日 市政要望への対応について（依頼）

No.186‐７ 

15 町政聴要第 186‐７号 

８ 2015 年９月 30日 市政要望の報告期限の延長について

（報告）No.186‐７ 

15 町政聴要第 186‐７号 

９ 2016 年２月８日 市政要望への対応について（報告）

No.186‐７ 

15 町政聴要第 186‐７号 

10 2016 年２月９日 市政要望への対応について（依頼）

No.186‐８ 

15 町政聴要第 186‐８号 

11 2016 年２月 22日 市政要望への対応について

（No.186‐８） 

15 町政聴要第 186‐８号 

12 2016 年２月 29日 市政要望への対応について（依頼）

No.186－10 

15 町政聴要第 186‐10号 

13 2016 年３月 10日 市 政 要 望 へ の 対 応 に つ い て

（No.186‐10）中間報告 

15 町政聴要第 186‐10号 

14 2016 年６月 13日 市政要望の送付について（通知）

No.161 

16 町政聴要第 161 号 

15 2016 年６月 23日 市政要望への対応について（回答）

No.186‐10 

15 町政聴要第 186‐10号 

16 2017 年 12月１日 市政要望への対応について（依頼）

No.541 

17 町政聴要第 541 号 

17 2017 年 12月６日 市政要望の送付について（通知）

No.541‐２ 

17 町政聴要第 541‐２号 

18 2017 年 12月 13日 市政要望への対応について（No.541）

の中間報告について 

17 町政聴要第 541 号 

19 2018 年２月９日 市政要望への対応について（依頼）

No.541‐３ 

17 町政聴要第 541‐３号 

20 2018 年３月１日 市政要望への対応について No.541、

541‐２、541‐３（回答）の廃案につ

いて 

17 町政聴要第 541、541‐

２、541‐３号 

21 2018 年３月 20日 市政要望の送付について（通知）

No.541‐４ 

17 町政聴要第 541‐４号 

22 2018 年３月 22日 市政要望への対応について No. 541、

541‐２、541‐３、541‐４（回答） 

17 町政聴要第 541、541‐

２、541‐３、541‐４号 

23 2018 年３月 27日 市政要望への対応について（依頼）

No.740 

17 町政聴要第 740 号 

24 2018 年４月２日 市政要望への対応について（報告）

No.740 

17 町政聴要第 740 号 

25 2018 年４月 10日 市政要望の送付について（通知） 18 町政聴要第 20号 
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No.20（収受） 

26 2018 年５月２日 市政要望の送付について（通知）

No.20‐２ 

18 町政聴要第 20‐２号 

27 2018 年５月２日 市政要望の送付について（通知）

No.20‐３ 

18 町政聴要第 20‐３号 

28 2018 年５月７日 市政要望の送付について（通知）

No.20‐４ 

18 町政聴要第 20‐４号 

29 2018 年６月 22日 市政要望への対応について（報告書）

の訂正について 

18 町政聴要第 541 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、特定の個人が識別され、または識別され得るものであるた

め。 

 

2018-53 2018年７月 17日 ……………………………………………………（道路部道路管理課） 

■道路管理課 文書名＝要望対応表 管理番号 18－2121 

個人宅の防犯カメラの設置状況が法令遵守されていないようですが、認めている理由。 

 2018年７月 30日 非公開決定 

 ・要望対応票（18‐2121）道路管理課 

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、または識別されうるものであるた

め。 

 

2018-54 2018年７月 10日 ………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連して３Ｒ推進課と法制課との間で交わした情報すべて。（３

Ｒ推進課で保有するもの） 

2018年７月 24日 不存在決定 

理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-55 2018年７月 25日 ……………………………………………………（道路部道路管理課） 

■地番○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ 国から市への

譲与の記録 

2018年８月８日 公開決定 

１ 土地登記嘱託書（土地表示登記 ○○町字○○○○ ○○○○番地、同○○○○番地） 

２ 土地登記嘱託書（土地所有権保存登記 ○○町字○○○○ ○○○○番地、同○○○○番地） 

３ 普通財産の譲与申請について（町建管発第 356 号２） 

 ４ 国有地の譲与について（２財管管第 708号） 

 ５ 土地登記嘱託書（土地表示登記 ○○町字○○○○ ○○○○番地、同○○○○番地、同○

○○○番地、同○○○○番地） 

６ 土地登記嘱託書（土地所有権保存登記 ○○町字○○○○ ○○○○番地、同○○○○番地、

同○○○○番地、同○○○○番地） 

７ 土地登記嘱託書（土地表示登記 ○○町字○○○○ ○○○○番地） 

８ 土地登記嘱託書（土地所有権保存登記 ○○町字○○○○ ○○○○番地） 

2018 年８月８日 部分公開決定 

１ 廃道敷の譲与について（申請）（町建管収第 906 号２） 

２ 国有地（廃道敷）の譲与について（３財管管第 249 号の２） 

３ 廃道敷の譲与について（申請）（町建管収第 905 号２） 

４ 国有地（廃道敷）の譲与について（３財管管第 248 号の２） 

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ものであるた



第 1章 情報公開請求の状況 

 18 

め。 

   ・１、３のうち土地交換及び払下申請者の氏名 

   ・１〜４のうち測量業者の社員の氏名及び印影 

   ・１のうち公共用地との境界に係る証明願の依頼者の住所、氏名及び電話番号並びに境界

図における土地所有者の氏名 

 

2018-56 2018年７月 25日 …………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■学童保育クラブにおける中学校全員給食の請願についての署名などの対応について 

2018 年７月 27日 公開決定 

・学童保育クラブにおける署名等の対応について（通知） 

  

2018-57 2018年７月 26日 …………………………………………………………（総務部法制課） 

■行政法律相談についての目的、定義、運用、委託など法的位置づけもわかるもの 

 2018年８月８日 部分公開決定 

 １ 行政法律相談について（入力フォームを含む） 

  （行政法律相談の運用についてわかるもの） 

 ２ 行政事務法律相談員委託契約書 

  （行政法律相談の委託についてわかるもの） 

理由：町市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

○個人用電子メールアドレスは、業務上必要な連絡にのみ使用しており、これを公開す   

    ることによって、市の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。 

   ・１のうち担当職員の個人用電子メールアドレス 

：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

○公開することによって、受託弁護士個人のプライバシーを侵害するおそれがあるた

め。 

・２のうち受託弁護士個人の住所 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「印影」部分は、受託弁護士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、弁護士

業務の運営上著しい支障が生じると認められるため。 

・２のうち受託弁護士の印影 

2018年８月８日 不存在決定 

・行政法律相談の目的・定義及び法的位置づけのわかるもの 

理由：該当する公文書の作成・取得のいずれも行っていないため。 

※行政法律相談の法的位置づけとしては、町田市組織規制の規定が該当しますが、同規

則は何人も閲覧可能なものであるため、町田市情報公開条例第 13条第２項の規定によ

り、公文書公開請求の対象外となります。 

 

2018-58 2018年７月 26日 …………………………………………………………（総務部法制課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連して広聴課と法制課との間で交わした情報すべて。（法制課

で保有するもの） 

2018年８月８日 不存在決定 

理由：法制課と広聴課との間で口頭によるやり取りを行ったが、該当する公文書の作成・取得

のいずれも行っていないため。 

 

2018-59 2018年７月 26日 …………………………………………………………（総務部法制課） 

■ごみ集積所○○町○－○○○に関連して３Ｒ推進課と法制課との間で交わした情報すべて。（法

制課で保有するもの） 

 2018年８月８日 非公開決定 
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 ・法律相談一覧表_2018 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

    ○行政法律相談は、町田市の事務又は事業の意思決定過程において専門家の知見を活用す

ることで法的リスクを回避し、又は法的問題を解決することを目的に実施しており、そ

の内容を公開することによって、行政法律相談の利用を委縮させ、今後の行政法律相談

の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。 

 

2018-60 2018年８月７日 …………………………………………（都市づくり部建築開発審査課） 

■届出済みの建設リサイクル法の届出書について記載された受付台帳 

・工事の場所、工事着手日が分かるもの※2018年６月１日以降に届出がなされたもの 

2018年８月 23日 部分公開決定 

建築リサイクル受付台帳 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものである

ため。  

   ・発注者名のうち個人名の部分 

   ・工事の場所のうち、発注者が個人名のもので、町名以外の部分 

・元請業者のうち、現場代理人名の部分 

 

2018-61 2018年８月 10日 ………………………………………………………（道路部道路管理課） 

■町田市図師町「地番」字○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○の所有権移転及び

分筆に係る嘱託登記に関する書類、図面一式 

1963年度（昭和 38年度）、坂下農道新設工事に係るすべての書類、図面一式 

忠生 394号線に関する図面、書類一式 

2018年８月 22日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 10月２日 部分公開決定 

１ 昭和 33、39年度 坂下道路改修登記綴 

２ 坂下道路改修工事関係図面（No33－１〜Ｎo33－６） 

３ 忠生 394 号線道路舗装改良工事関係図面（No88―No89） 

 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ものである

ため。 

・１、２のうち道路改修に伴う道路対象用地の所有者の住所及び氏名 

・１のうち証明書公用公布者の住所及び氏名 

・１のうち分筆登記及び所有権移転登記に係る土地所有者の住所、氏名及び印影 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当  

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

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

ると法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

・３のうち工事業者（法人）の印影 
 

2018-62 2018年８月 14日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市都市公園指定管理者公募（町田中央公園グループ）提案資料（2019年４月 1日から 2024

年３月 31日までの５年間に係る）、公募者２社分（株式会社ギオン分を除く） 

2018年８月 27日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 10月 12日 部分公開決定 

・町田市都市公園指定管理者申請書 

 （まちだＡ・Ｔ・Ｋスポーツパートナーズ申請分） 
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・町田市都市公園指定管理者申請書 

 （パークコミュニティ MACHIDA 共同事業体申請分） 

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、特定個人が識別され、又は識別され得るものであるため。 

（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

法人の保有する生産技術上又は販売上の情報であって、公にすることにより、当該法人

の事業活動が著しく損なわれると認められるものであるため。 

（３）町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

経営方針、運営状況、負債内容・借入金・賃金等の経理、人事等の事業活動を行う上で

の内部情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動が著しく損なわれると

認められるものであるため。 

（４）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。 

  ○まちだＡ・Ｔ・Ｋスポーツパートナーズ申請分 

 資料名 
公開しない

理由 
公開しない部分 

1 
町田市都市公園指定管理

者申請書（様式３） 
（４） 印影 

2 

指定予定期間に属する各

年度の都市公園の管理に

係る事業計画書及び収支

予算書及び概要版（様式

４） 

（１） 

・（様式４－１）／メールアドレス及び氏名 

・Ｐ18～Ｐ22／写真 

・自主事業チラシ（運動教室）／写真 

・自主事業チラシ（２歳からの運動教室）／写

真、左側枠内左上部デザイン、肩書き及び氏名 

・Ｐ84／中央部写真 

・Ｐ85～87／写真 

・Ｐ88／上段写真 

・Ｐ90／中央部写真 

・Ｐ93／写真、右側デザイン左側枠内左上部デ

ザイン、肩書き及び氏名 

（２） 

・Ｐ１／４自主事業（２自主事業の内容）３行

目 16 文字目～49文字目 

・Ｐ４／図 

・Ｐ６／図及びイラスト 

・Ｐ８／図 

・Ｐ12／２堅実な運営体制５行目 21 文字目～

25 文字目 

・Ｐ12／図中運営業務１行目 12 文字目～２行

目１文字目 

・Ｐ12／下部代表企業枠内２行目 20 文字目～

３行目 11文字目 

・Ｐ13／①枠内２行目 17 文字目～18 文字目及

び３行目８文字目～９文字目 

・Ｐ13／②枠内２行目１文字目～６文字目 

・Ｐ13／⑦枠内１行目１文字目～20文字目及び

２行目１文字目～14文字目 

・Ｐ17／図 

・Ｐ22／見出し１文字目～18 文字目、１行目１

７文字目～２行目 19文字目、７行目 17文字目

～18文字目、９行目８文字目～９文字目、11行

目１文字目～６文字目、21行目１文字目～20文
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字目、22 行目１文字目～14 文字目、23 行目７

文字目～35文字目 

・Ｐ22／上段枠内デザイン 

・Ｐ35～36／図 

・Ｐ38／下段図 

・Ｐ39／安心して利用するための対応と対策５

行目～15 行目、20 行目～26 行目及び図 

・Ｐ40／表 

・Ｐ41／図 

・Ｐ82／図及び下段写真 

・Ｐ83／14行目 30 文字目～15行目１文字目 

・Ｐ84／２行目 15 文字目～28 文字目、９行目

24 文字目～29文字目 

・Ｐ85／１行目１文字目～15 文字目、２行目 27

文字目～45文字目、３行目 14 文字目～28文字

目、38 文字目～51文字目、５行目 27文字目～

39 文字目、５行目 51 文字目～６行目 13 文字

目、８行目１文字目～13文字目、上部枠内デザ

イン、下段表左部タイトル１文字目～13 文字

目、表中２左部１文字～６文字目及び表中３左

部１文字目～６文字目 

・Ｐ86／下部表１行目 18文字目～19文字目 

・Ｐ88／下部表⑦見出し１文字目～20文字目、

下部表⑦２行目２文字目～30 文字目 

・Ｐ90／13 行目括弧内６文字目～19 文字目、

14 行目１文字目～８文字目、16 行目 42文字目

～49文字目及び 17 行目 23文字目～36文字目 

（３） 

・（様式４－１）／電話番号、ファクシミリ番号

及び所属部署 

・Ｐ２／金額 

・Ｐ23～31／回数、定員、参加費及び金額 

・Ｐ69～70／年間利用者数 

・Ｐ71／年間利用者数１行目～３行目 

・Ｐ94～97／金額 

・Ｐ98～100／計算式、金額及び下部表 17行目 

・Ｐ101～120／金額 

3 定款 

（３） 

・（アシックスジャパン株式会社）定款本文 

・（東急スポーツシステム株式会社）定款本文 

・（株式会社協栄）定款本文 

（４） ・（アシックスジャパン株式会社）表紙／印影 

4 財産目録及び決算書 （３） 

・（アシックスジャパン株式会社）アシックスジ

ャパンの資金運用について 

・（アシックスジャパン株式会社）財産目録に関

する申入書 

・（アシックスジャパン株式会社）計算書類／貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表 

・（東急スポーツシステム株式会社）貸借対象

表、貸借対象表（2017 年度決算）及び損益計算

書（2017 年度決算） 

・（株式会社協栄）財産目録 

・（株式会社協栄）貸借対象表、損益計算書、役

務原価報告書、株主資本等変動計算書、個別注
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記表及び監査報告書 

5 
法人等の事業計画書及び

収支予算書 

（３） 

 

・（アシックスジャパン株式会社）第７期損益計

算書及び予想貸借対照表 

・（東急スポーツシステム株式会社）経営構想、

経営目標、経営目標数値 

・（株式会社協栄）事業計画書の２当事業年度の

売上・利益計画 

・（株式会社協栄）直近の財務データ／表 

・（株式会社協栄）事業計画書３当期重点実施事

項 

・（株式会社協栄）収支予算書 

（４） 
・（アシックスジャパン株式会社）収支計算書に

関する申入書／印影 

6 役員の名簿 （１） 

・（アシックスジャパン株式会社）性別、生年月

日及び住所（代表取締役の住所は除く） 

・（東急スポーツシステム株式会社）住所及び生

年月日（代表取締役の住所は除く） 

・（株式会社協栄）生年月日、性別、本籍及び住

所（代表取締役の住所は除く） 

7 

組織及び運営に関する事

項を記載した書類（様式

５） 

（４） 
・（株式会社協栄）医療関連サービスマーク認定

証書／印影 

8 
指定管理者の指定申請に

関する誓約書（様式６） 
（４） 

印影 

9 各納税証明書 （３） 各納税証明書 

10 共同事業体結成協定書 （４） 印影 

  ○パークコミュニティ MACHIDA 共同事業体申請分 

 資料名 
公開しない

理由 
公開しない部分 

1 
町田市都市公園指定管理

者申請書（様式３） 
（４） 印影 

2 

指定予定期間に属する各

年度の都市公園の管理に

係る事業計画書及び収支

予算書及び概要版（様式

４） 

（１） 

・（様式４－１）／メールアドレス及び氏名 

・Ｐ17／上段左側写真、右側写真及び中段写真 

・Ｐ23／下段写真 

・Ｐ24／上段写真 

・Ｐ25／中段右側写真 

・Ｐ35／上段写真及び下段写真 

・Ｐ36／中段写真 

・Ｐ37／上段写真及び下段写真 

・Ｐ39／上段写真及び中段写真 

・Ｐ41／中段写真及び下段写真 

・Ｐ42／下段写真 

・Ｐ43／中段写真 

・Ｐ44／上段写真及び下段写真 

・Ｐ45／中段写真 

・Ｐ61／下段写真 

・Ｐ72／写真 
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・Ｐ73／写真 

・Ｐ86／下段左側写真及び中央写真 

・Ｐ90／左側写真 

・Ｐ91／写真 

・Ｐ120／下段左側写真 

（２） 

・Ｐ２／４多彩なイベントを地域との協同で実

施します２行目２文字目～19 文字目 

・Ｐ６／（利用者アンケートの調査票イメージ） 

・Ｐ７／４行目 24 文字目～６行目４文字目、

７行目 13 文字目～18 文字目、８行目３文字目

～10行目８文字目、グラフイメージ及び図 

・Ｐ10／23行目５文字目～23 文字目 

・Ｐ１５／点線枠内５行目２６文字目～３２文

字目及び９行目２文字目～７文字目 

・Ｐ１６／表２列目２行目～９行目 

・Ｐ１７／表２列目２行目～４行目及び３列目

２行目～４行目 

・Ｐ２２／運営方針２の８行目２文字目～１２

文字目、１０行目２３文字目～２５文字目、運

営方針３の１２行目３文字目～１３行目４文

字目 

・Ｐ２９／図 

・Ｐ３２／図 

・Ｐ３４～３９／金額 

・Ｐ３５／下段表中概要３行目１２文字目～４

行目 

・Ｐ３８／上段表中集客効果１行目１３文字目

～２行目９文字目及び上段写真中１１文字 

・Ｐ４１／金額 

・Ｐ４２／下段表中概要２行目１７文字目～３

行目及び金額 

・Ｐ４３／下段表中集客効果１行目１３文字目

～２行目９文字目、下段写真中１１文字及び金

額 

・４５／金額 

・Ｐ４８～５０／参加費金額及び金額 

・Ｐ４８／表中４シニアスポーツ教室４行目～

５行目 

・Ｐ５１／下段表２列目 

・Ｐ５２／上段表２行目～４行目、下段表２行

目～５行目 

・Ｐ５３／図 

・Ｐ５４／下段図 

・Ｐ５６／図 

・Ｐ５７／上部点線枠内文章及び図 

・Ｐ５８／図 

・Ｐ６１／表２行目～４行目及び下段中央イメ

ージ 

・Ｐ６２／上段表２行目～１１行目、下段表２

行目～５行目 

・Ｐ６４／上部点線枠内文章及び図 

・Ｐ６５／図 

・Ｐ６６／表２列目２行目～１０行目、３列目

２行目～１０行目 
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・Ｐ６７／表２列目２行目～４行目、３列目２

行目～４行目及び図 

・Ｐ７０／下段図 

・Ｐ７１／表２列目２行目～５行目、３列目２

行目～５行目及び４列目２行目～５行目 

・Ｐ７２／上段表２行目～３行目及び下段表２

行目～１３行目 

・Ｐ７３／表２列目２行目～７行目及び図 

・Ｐ７４／表３行目～８行目 

・Ｐ７５／表２行目～１４行目 

・Ｐ７６／表３行目～１０行目 

・Ｐ７７／表３行目～１０行目 

・Ｐ７８／表２行目～４行目 

・Ｐ７９／表３行目～１１行目 

・Ｐ８９／上段点線内６行目１５文字目～７行

目６文字目、下段点線内２行目６文字目～２３

文字目、写真及び写真タイトル 

・Ｐ９０／表１列目６行目 

・Ｐ９１／図及び１０行目１９文字目～１１行

目１８文字目 

・Ｐ９３／表２行目～１０行目 

・Ｐ９８～９９／金額 

・Ｐ１００／表中金額、数量、下段【補足説明】

１行目３１文字目～３４文字目、３行目２２文

字目～３３文字目及び５行目３文字目～６文

字目 

・Ｐ１０１～１０２／金額 

・Ｐ１０３～１０９／単価、金額及び備考 

・Ｐ１１０／金額 

・Ｐ１１３／上段右側図及び中段図 

・Ｐ１１４／共通提案４写真下部文章２行目４

０文字目～４６文字目 

・Ｐ１１５／図 

・Ｐ１２１／図及び表 

・Ｐ１２５／下段写真タイトル１文字目～７文

字目 

・Ｐ１２６／金額及び消費税備考 

3 定款 

（３） 

・（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）定款

本文 

・（株式会社富士植木）定款本文 

（４） 

・（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）表紙

／印影 

・（株式会社富士植木）表紙／印影 

4 財産目録及び決算書報告 （３） 

・（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）／現

金預金の内訳明細書、完成業務未収入金の内訳

明細書、未収金の内訳明細書、前払費用の内訳

明細書、短期貸付金の内訳明細書、流動資産そ

の他の内訳明細書、建設仮勘定の内訳明細書、

無形固定資産その他の内訳明細書、投資有価証

券の内訳明細書、関係会社株式の内訳明細書、

従業員長期貸付金の内訳明細書、差入保証金内

訳、投資その他の資産その他の内訳明細書、業

務未払金の内訳明細書、業務未払金（外注）内

訳表、業務未払金（仕入）内訳表、未払金の内
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訳明細書、未払金（外注）内訳表、未払金（仕

入）内訳表、未払法人税等の内訳明細書、未払

い消費税の内訳明細書、未成業務受入金の内訳

明細書、流動負債その他の内訳明細書、リース

債務の内訳明細書、その他営業外収益の内訳明

細書、その他営業外費用の内訳明細書 

・（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）第６

０期決算報告書／事業報告、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 

・（株式会社富士植木）決算報告書／貸借対照

表、損益計算書、販売費及び一般管理費、完成

工事原価報告書、兼業事業原価、未成工事支出

金明細書、株主資本等変動計算書、個別注記表 

5 
法人等の事業計画書及び

収支予算書 
（３） 

・（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）／中

期経営計画（概要版）、資金繰り計画 

・（株式会社富士植木）／第二次中期経営計画 

6 役員の名簿 （１） 

・（株式会社オリエンタルコンサルタンツ）／生

年月日、性別、住所（代表取締役の住所は除く） 

・（株式会社富士植木）／生年月日、性別、住所

（代表取締役の住所は除く） 

7 
指定管理者の指定申請に

関する誓約書（様式６） 
（４） 

印影 

8 各納税証明書 （３） 各納税証明書 

9 

町田中央公園グループ管

理運営事業に関する共同

事業体協定書 

（３） 

・町田中央公園グループ管理運営事業に関する

共同事業体協定書 

2018 年 12月７日 部分公開決定（2018年 10月 12日付）の取消し 

2018 年 12月７日 部分公開決定 

・町田市都市公園指定管理者申請書 

（まちだＡ・Ｔ・Ｋスポーツパートナーズ申請分） 

・町田市都市公園指定管理者申請書 

（パークコミュニティ MACHIDA 共同事業体申請分） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

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

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・法人の印影 

  ：町田市情報公開条例第５号第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名及びメールアドレス 

   ・個人の写真 

   ・役員の名簿のうち、性別、生年月日、本籍及び代表取締役を除く住所 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

   ◯法人に関する情報であって、公開することにより、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。 

   ・定款 

   ・財産目録及び決算書 

   ・法人等の事業計画及び収支予算書 

   ・各納税証明書 

 

2018-63 2018 年８月 14 日 …………………………………………………（地域福祉部福祉総務課） 
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■2018年度において、「部落探訪」の関係で、東京法務局等に提出した要請書。 

2018年８月 24日 公開決定 

・ウェブサイト等の削除に関する要望について 

 

2018-64 2018 年８月 17 日 …………………………………………………（環境資源部資源循環課） 

■一般廃棄物最終処分場の埋め立て処分終了届出書および添付資料 

東京都との協議がわかるもの 

2018年８月 31日 取下げ 

 

2018-65 2018 年８月 31 日 …………………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課） 

■ごみ集積所○○町○‐○○○とその周辺の（○○○自治会内とその隣接する周辺の○○○町内

会にある）ごみ集積所の使用状況のわかるすべての情報（利用者からの電話、聞き取り、業者

からの報告、利用者数、３Ｒ推進課で発行した警告看板のことなどすべて）。 

2018年９月 14日 決定延期 

理由：対象公文書の検索に時間を要するため。 

2018 年９月 28日 公開決定 

１.集積所の画像５枚 

２.ごみ集積所○○町○‐○○○（○○○○）古紙等資源物排出状況 

３.2014年度 ルール違反件数 

４.剪定枝ルール違反報告書９件 

2018 年９月 28日 部分公開決定 

１.町田市ごみ集積所申請書 ○○町○‐○○○ 

２.ごみ集積所（町田市○○町○○○○番地・○○○脇）の移設及び廃止の件 

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ものであるた

め。 

   ・１のうち申請者（２名）の氏名、印影、住所、電話番号 

   ・２のうち文書の発信者の氏名 

 

2018-66 2018年９月６日 …………………………………………………（学校教育部保健給食課） 

■小、中学校に対して出された請願署名の取り扱いに関する注意喚起文書 

2018年９月 11日 公開決定 

・学校敷地内における署名活動等への対応について（通知） 

 

2018-67 2018年９月 11日 ………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■平成 30年４月 30日、関係住民に説明会が開催された「小山ヶ丘６丁目マンション計画」にお

いて「町田市住みよいまちづくり条例・早期周知による街づくりの手引き」Ｐ６業者のまちづ

くり調整協議会 図書提出がされまちづくり調整協議会審議されている内容。 

2018 年９月 25日 部分公開決定 

・2017年度第４回まちづくり調整協議会議事要旨 

 ・2017年度第４回まちづくり調整協議会に提出された案件２の計画概要書 

理由：①町田市情報公開条例第５条第１項第１号 

    ○個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため。 

:②町田市情報公開条例第５条第１項第２号 

○法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の競争上

又は事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるため。 

：③町田市情報公開条例第５条第１項第３号 

○市の意思決定が未了の事項に関する情報であって、公開することにより公正かつ適正な意 

思決定に著しい支障が生じると認められるため。  

【別紙】公開しない部分 
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 資料名 公開しない部分 根拠 

（１） 
2017 年度第４回まちづ

くり調整協議会議事要

旨 

・事業者名（案件２を除く） 

・事業区域（町丁名までの記載を除く、案件２を

除く） 

・申請敷地面積 

・予定建築物の戸数、階数、高さ、建築面積、延

べ面積、構造 

・用途地域・地区（案件２を除く）   

・計画説明 

③ 

（２） 

2017 年度第４回まちづ

くり調整協議会に提出

された案件２の計画概

要書 

・申請敷地の面積 

・計画戸数 

・予定建築物の階数、高さ、建築面積、延べ面積、

構造  

・計画説明のうち、１行目前段の７文字目から 15

文字目まで、１行目後段から３行目まで、４行

目の４文字目から６文字目、22 文字目から 36

文字目まで及び５行目の４文字目から 30 文字

目まで 

・建築計画表のうち、面積及び割合の数値、駐車

台数、駐輪台数、備考欄１行目前段の８文字目

から 10 文字目まで及び１行目後段から２行目

前段 

・土地利用計画図 

・１F平面図 

・２F平面図 

・立面図 

③ 

・代理人（法人）の代表者の氏名 

・図面作成者（一級建築士）の氏名及び登録番号 

・公図写に記載の調査者 
① 

・事業者及び代理人（法人）の電話番号 ② 

 

2018-68 2018 年９月 14 日 …………………………………………………（下水道部下水道管理課） 

■図師大橋より上流（鶴見川）の側溝の雨水対策の予算を含め、いっさいがっさいの資料。 

2018年９月 18日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索、内容の精査及び取りまとめ

に時間を要するため。 

2018 年 10月 19日 公開決定 

・2018年度 水路維持事業歳出予算見積書 

・2018年度 雨水調整池維持事業歳出予算見積書 

 

2018-69 2018 年９月 14 日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■○○○自治会集会所に関連して、町田市町内会・自治会等集会所建設費補助要綱第 13 号（１）

に示された交付条件のわかる情報すべて。 

2018年９月 26日 不存在決定 

理由：交付条件を記載した補助金交付決定通知書は、町田市文書管理規程上 10 年保存の公文書

です。そのため、1988 年に建てられた○○○自治会集会所の補助金交付決定通知書は、保
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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。 

 

2018-70 2018 年９月 14 日 ………………………………………………………（道路部道路管理課） 

■2018年９月 14日付、18町道管第 846号と 845号の道路を占用している生垣の占用許可 

2018年９月 27日 不存在決定 

理由：該当する道路占用許可申請を受け付けしていないため。 

 

2018-71 2018 年９月 18 日 ………………………………………………（都市づくり部都市政策課） 

■相原小山地区地区計画変更の提案説明会の開催が、07 町都都第 127 号文書で市民に通知（2007

年４月 16 日付）されているようなのですがこの時どのように地域住民に説明されているのか、

住人はどのくらい説明会に参加しているのか、が知りたい。 

① 説明資料の配布方法 

② 説明会の参加住民数（小山ヶ丘地区） 

③ 相原小山地区地区計画変更に関する説明会の回数、決定までの流れ 

④ 説明会開催のお知らせの周知範囲と通知方法 

2018 年９月 26日 取下げ 

 

2018-72 2018 年９月 19 日 ………………………………………………………………（議会事務局） 

■2016年度の各会派の会計帳簿 

2013年度〜2017年度の各会派の備品管理簿 

2018 年 10月２日 決定延期 

理由：会派の異動等で、精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 10月 31日 公開決定 

・１ 2016 年度の各会派の会計帳簿 

・２ 備品管理票  

（１）自由民主党会派（購入年月日：2013 年５月 23日、2015 年３月 26日、2016 年５月 11日、

７月９日、12 月 11 日、2017 年２月 14 日（プリンタ）、２月 14 日（紙織り機）、７月 11

日、12月 28日） 

（２）まちだ市民クラブ会派（購入年月日：2013 年４月 13 日、５月 29 日、11 月 24 日、2014

年 10 月 22日、2015 年３月 27日、３月 31 日、2016 年３月 30日、３月 31 日（№13）、３

月 31 日（№14）、12月 25 日、2017 年１月５日） 

（３）公明党会派（購入年月日：2013年４月 26日、10月 26日、2014 年 1月 21 日、３月３日、

３月４日、３月７日、８月 31日、2015 年７月 28日、2016 年２月 21 日、11月 21 日、2017

年 12 月 21日） 

 

2018-73 2018 年９月 19 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■クアハウス問題 

10 月６日の野津田公園の拡幅区域建築工事の説明会で同公園内にクアハウス（野津田公園にク

アハウスの提案があった場合に、前向きな検討を求める）請願をうけて、業者と行政とのやり取

りが（中間）報告されるという、この件につき 
① 行政は市有地で、かつ市立公園である同公園用地の一部の貸与について検討したことを示す文書。 

② もし、検討していながら文書を作成していない場合、その理由。 

③ 貸与の条件等を検討・決定しない場合、業者との交渉を続けていた場合、その交渉が可とする根

拠を示す条例等の根拠と責任者の氏名、判断時期。 

（１）拡張エリアの土地売買について 

   同公園のエリア工事の設計図面として未買収の私有地を含むエリアをカバーした設計が行

われ提示された。 

① この、個人の私有地の購入を行政として決定する場合、どのような基準で行っているのか。

（例 ○○法第○条、市条例－○等） 

② 町田市立公園の土地売買を行う際、地権者の合意が最優先されるべきだと思うが、これまで
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その合意を得ずに（強制）買収した例はあるか、あればその文書。 

③ 市の担当者は、本件に従事した設計業者に未買収地、既買収地と区分せず一括して図面を引くよ

う指示したのか。した場合、しなかった場合、それぞれそれを示す根拠は何か。当概業者とのや

り取りを示す文書 

④ 同上の行政決裁文書の全て。 

⑤ 本件を都市計画審議会に付与することに関する市側の検討状況を示す文書のすべて。 

⑥ 今未買収拡幅予定日について、市側は都計審にどのような説明をするのか、検討の有無とあ

ればその文書を。 

⑦ 担当者が関連地権者に謝罪（計画図に了承を得ずに書き込んだ件）したというが、市側の謝罪を

是とする判断の根拠とその文書を。 

⑧ 本件⑦についての市側の最高責任者、実質決裁をした職員ランクを教えて下さい。 

⑨ この「設計ミス」は、現に耕作中、営農中の市民に、生業をしづらくし、結果的にその所有権を

放棄させ、市への土地護渡へと至る、準強制収用ともいえるかもしれない。 

市側は、本件の重要性についてどのような検討をしたのかを示す文書。 

2018 年 10月３日 部分公開決定 

・野津田公園拡張区域基本設計業務委託の土木設計等業務委託契約書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○「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。 

・契約書の法人の印影 

2018 年 10月３日 不存在決定 

理由： 

公文書の件名 不存在の理由 

（１） 拡張エリアの土地売買について 

同公園の拡張工事の設計図面として、未買

収の私有地を含むエリアをカバーした設

計が行なわれ、提示された。 

① この個人の私有地の購入を行政とし

て決定する場合、どのような基準で

行なっているのか。（例。○○法第○

条、市条例○条） 

 

 

 

②町田市立公園の土地売買を行なう際、

地権者の合意が最優先されるべきだと

思うが、これまで、その合意を得ずに、

（強制）買収した例はあるか。あればそ

の文書。 

⑤本件を都市計画審議会に付与すること

に関する市側の検討状況を示す文書の

全て。 

⑥今、未買収拡張予定地について、市側は

都計審にどのような説明をするのか。

検討の有無とあればその文書を。 

⑦担当者が関連地権者に謝罪（計画図に

 

 

 

 

①関連する法令については、町田市情報

公開条例第 13 条第２項に基づき、図書

館その他これに類する施設において市

民の利用に供することを目的として保

有している図書であることから、町田市

情報公開条例の適用除外となるため。 

 

②（強制）買収した例はないため。 

 

 

 

 

⑤未買収の私有地を含むエリアについ

ては、現在のところ、都市計画審議会に

付議する予定はないため。 

⑥未買収の私有地を含むエリアについ

ては、現在のところ、都市計画審議会に

付議する予定はないため。 

⑦謝罪としてではなく事後報告を行っ

別紙 
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了承を得ずに書き込んだ件）したとい

うが市側の謝罪を是とする判断の根拠

とその文書を。 

⑧本件⑦についての市側の最高責任者、

実質決裁をした職員のランクを。 

⑨この「設計ミス」は、現に耕作中、営農

中の市民に生業をしづらくし、結果的

にその所有権を放棄させ、市への土地

譲渡へと至る“準強制収用”ともいえる

かもしれない。市側は本件の重要性に

ついてどのような検討をしたのかを示

す文書。 

たため。 

 

 

⑧謝罪としてではなく事後報告を行っ

たため。 

 

⑨所有権を放棄させ、市への土地譲渡へ

至る“準強制収用”に当たる事実はない

ため。 

② クアハウス問題 

10 月６日の野津田公園の拡張区域建築工

事の説明会で、同公園内にクアハウス（野

津田公園に“クアハウス”の提案があった

場合に、前向きな検討を求める）請願をう

けて、業者と行政のやり取りが（中間）報

告されるという。この件につき、 

（１）行政は、市有地で、かつ市立公園で

ある同公園用地の一部の貸与について検

討したことを示す文書を。 

（２）もし、検討していながら文書を作成

していない場合、その理由を。 

（３）貸与の条件等を検討、決定しない場

合、業者との交渉を続けていた場合、その交   

渉が可とする根拠を示す条例等の根拠と責任

者の氏名、判断時期を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事前相談の段階であり、貸与につ

いて検討を行っていないため。 

 

（２）事前相談の段階であり、貸与につ

いて検討を行っていないため。 

（３）事前相談の段階であり、貸与につ

いて検討を行っていないため。 

 

 

2018-74 2018 年９月 19 日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■野津田公園拡幅工事の設計図面には、テニスコート（現３面）の移設（４面）がもりこまれてい

る。 

（1）テニス協会は、かつて８面を当公園に要望したのに対し、市は 12 面を計画し、かつ当計画に

よって完成するのは４面に過ぎない。 

  ①現有３面を廃止するのか。 

  ②差し引き１面の増設にしかならないのではないか。 

  ③市は、この点をテニス協会に連絡したか。 

  ④担当者名と連絡文書を示してほしい。 

  ⑤このたった１面の増設と、バラ広場移転のバーターについて、市民の納得を得る必要性につ

いて検討したか。あればその文書を。 

2018 年 10月３日 不存在決定 

理由：関連文書を作成していないため。 

 

2018-75 2018 年９月 19 日 ………………………………………………………（道路部道路管理課） 

■2018年８月 14日付 18町道管第 704号、個人情報記録の件名１、要望対応票 16-1881、経過５の

２-３行目において、道路側に越境した生垣は、側溝上部内におさまり通行に支障ないと、市が



第 1章 情報公開請求の状況 
 

 31 

公正かつ適正に判断した法的根拠のわかる情報すべて。（道路占用許可、道路への越境が側溝上

部内におさまれば通行に支障ないとした判例文など市のもつ法的根拠すべて） 

2018 年 10月３日 不存在決定 

 理由：請求内容に合致する公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-76 2018 年９月 19 日 ……………………………………………………………（総務部職員課） 

■2018年４月役職者一覧 

2018 年９月 26日 公開決定 

 ・2018年４月役職者一覧 

 

2018-77 2018 年９月 20 日 ……………………………………………（子ども生活部子育て推進課） 

■町田市の公立保育園５園各園の平成 29 年度の決算書もしくは決算書に準じた書類及びそれらの

添付書類。（仕分け科目は小分類まで記載したもの） 

2018 年 10月４日 不存在決定 

理由：公立保育園各園の決算状況が判別できる形式の文書は作成していないため。 

 ※2018年 10月７日 審査請求 

 

2018-78 2018 年９月 25 日 ……………………………………………………………（総務部職員課） 

■生活援護課職員の知り合いの土木作業斡旋に係る処分に関する文書総て 

2018 年 10月４日 不存在決定 

理由：案件の公文書の作成、取得のいずれも行っていないため。 

 

2018-79 2018 年９月 26 日 ……………………………………………………………（総務部職員課） 

■一般職員含めた全職員の名簿 

2018 年 10月４日 部分公開決定 

・職員名簿 2018年５月１日 

  理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

     ○職員の私生活に関する情報であって、プライバシーを侵害するおそれがあるため。 

・Ｐ１、１行目の職員番号、電話番号、採用年月日 

・Ｐ１、２行目〜Ｐ155の職員番号、生年月日、住所、電話番号、採用年月日 

 

2018-80 2018 年 10 月４日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■町田市町内会・自治会等集会所建設費補助要綱第 13 号（１）に示された交付条件を定めた情報

すべて（1988年以降〜現在 改訂や廃止などがあれば、それも分かる情報） 

2018 年 10月 18日 不存在決定 

理由：上記要綱に基づく補助金交付決定に係る文書のうち、2007 年度以前のものについては、町

田市文書管理規程第 33 条に規定する保存年限（10 年）を経過し、廃棄済みであることか

ら、交付条件の有無を確認できないため。また、2008 年度においては交付の実績がないた

め。 

なお、上記要綱は 2008年９月１日に廃止しています。 

 

2018-81 2018 年 10 月５日 …………………………………………………（政策経営部企画政策課） 

■2017年度第４回まちづくり調整協議会議事要旨の中で、町田市小山ヶ丘６丁目に大学（寮・セミ

ナーハウス）案件１「小山ヶ丘６丁目のおける学生寮の建設計画について」があるがこの審議内

容。 

2018 年 10月 11日 部分公開決定 

・2017年度第４回まちづくり調整協議会議事要旨 

・まちづくり調整協議会提出資料一式（2017 年度第４回 案件１） 

 理由：①町田市情報公開条例第５条第１項第１号 

   ○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。 
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  ：②町田市情報公開条例第５条第１項第２号 

   ○法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより当該法人等の競争上又は

事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるため。 

  ：③町田市情報公開条例第５条第１項第３号 

   ○市の意思決定が未了の事項に関する情報であって、公開することにより公正かつ適正な 

意思決定に著しい支障が生じると認められるため。 

公開しない部分 

 資料名 公開しない部分 根拠 

（１） 2017 年度第４回まちづく

り調整協議会議事要旨 

・事業者名（案件２を除く） 

・事業区域（町丁名までの記載を除く、案件２

を除く） 

・申請敷地面積 

・予定建築物の戸数（案件２、３）、階数、高

さ、建築面積、延べ面積、構造 

・用途地域・地区（案件２を除く） 

・計画説明 

③ 

（２） 
まちづくり調整協議会提出

資料一式（2017 年度第４回 

案件１） 

・事業者名（学校名） 

・事業者の住所、氏名 

・事業区域（町丁名までの記載を除く） 

・申請敷地の面積 

・計画戸数 

・予定建築物の階数、高さ、建築面積、延べ面

積、構造 

・用途地域・地区  

・計画説明のうち、１行目１文字目から 21文

字目まで、２行目から３行目、駐車台数、駐輪

台数、学校名、着工年月、竣工年月 

・建築計画表のうち、面積及び割合の数値、駐

車台数、駐輪台数 

・平面図 

・断面図 

・航空写真 

・土地区画整理所在図（２枚） 

・現況平面図 

・配置図兼給水排水計画図 

・立面図 

③ 

・代理人（法人）の代表者の氏名 ① 

・事業者及び代理人（法人）の電話番号 ② 

 

2018-82 2018年 10月 16日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■町田市都市公園指定管理者「町田中央公園ほか３公園」募集（2019 年４月１日から 2024年３月

31日までの５年間）において応募者から提出された下記の書類 

・様式４ 町田市都市公園事業計画書（様式４－１〜４－21） 

・様式５ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 
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※なお、「パークコミュニティ MACHIDA 共同事業体」のものは除く 

2018 年 10月 25日 決定延期 

理由：公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 12月７日 部分公開決定 

・町田市都市公園事業計画書（様式４） 

・組織及び運営に関する事項を記載した書類（様式５） 

（まちだＡ・Ｔ・Ｋスポーツパートナーズ申請分） 

・町田市都市公園事業計画（様式４） 

・組織及び運営に関する事項を記載した書類（様式５） 

 （チーム町田申請分） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名及びメールアドレス 

   ・個人の写真 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

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

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・法人の印影 

 

2018-83 2018 年 10 月 16 日 ………………………………………………………（道路部道路管理課） 

■公共用地境界図原図番号町田 58 年第 154 号「地番○－○の境界確定に関する書類図面一式（文

書番号 58財用境申 910）を含むすべて 

原図番号忠生地区第 179号「地番」○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○

○○、○○○○、○○○○に関する書類、図面一式及び「境界確定協議書」 

2018 年 10月 30日 部分公開決定 

・１ 公共用地境界報告書（町田 58－154） 

・２ 公共用地境界確定申請について（忠生地区第 179 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、特定の個人が識別され、または識別され得るものであるた

め。 

   ・１、２のうち立会者・土地所有者の氏名、住所及び印影 

   ・１、２のうち図面作成業者（法人）の担当者名 

  ：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。 

   ・２のうち図面作成業者（法人）の印影 

 

2018-84 2018年 10月 16日 …………………………………………………（環境資源部環境政策課） 

■1986（昭和 61年７月 12日）忠生 295号線の線形に関する地元説明会の議事録 

2018 年 10月 30日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索に時間を要するため。 

2018 年 11月 30日 不存在決定 

理由：検索の結果、当該議事録は保有しておらず、過去における作成の有無を確認しうる記録

も存在しないため。 

 

2018-85 2018年 10月 16日 ………………………………………………………（道路部道路管理課） 

■譲与を受けた地番○○町○○○○、○○○○、○○○○譲与又は買収に関する書類、図面一式 

2018 年 10月 30日 決定延期 
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理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索に時間を要するため。 

2018 年 11月 16日 不存在決定 

理由：○○町○○○○については、市が取得した土地ではないため。 

   ○○町○○○○、○○○○については、検索の結果、該当する公文書を保有しておらず、

過去における保有状況や廃棄時期等を確認しうる記録も存在しないため。 

 

2018-86 欠番 

 

2018-87 2018年 10月 19日 ………………………………………………………（学校教育部指導課） 

■2013年度から 2017年度の町田市立小学校と町田市立中学校全校の不登校の児童数・生徒数が分

かる資料。（学校別、クラス別の内訳がわかるもの） 

2018 年 10月 26日 取下げ 

 

2018-88 2018年 10月 25日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■町田市町内会・自治会等集会所建設費補助制度で集会所を建設した町内会・自治会すべて（代表

の連絡先も）。 

2018 年 11月８日 不存在決定 

理由：町田市町内会・自治会等集会所建設費補助制度を活用した町内会・自治会に関する公文書

は町田市文書管理規程第 33 条に規定する保存年限（10 年）を経過し、廃棄済みであるた

め。 

なお、町田市町内会・自治会等集会所建設費補助制度を活用した町内会・自治会の一覧表

は作成しておりません。 

 

2018-89 2018年 10月 25日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■2018 年 10 月 18 日付 18 町市協 263 号の２の不存在の理由欄に示された 2008 年度において、個

別の交付条件でなく、市が予め定めておいた、町田市町内会・自治会等集会所建設費補助要綱第

13号（１）の交付条件のわかる情報すべて 

2018 年 11月８日 不存在決定 

理由：上記要綱に基づく交付条件は、同要綱第９第２項の規定により個別の交付決定にあたって 

付されるものであり、市が予め定めた交付条件は存在しないため。 

 

2018-90 2018年 10月 26日 …………………………………………………（環境資源部環境政策課） 

■2015年 10月 14日付町環施第 59号のゴミの資源化施設建設に対する上小山田町内会３地区の意

見書について（再回答）に関する起案書（決裁書） 

2018 年 11月２日 取下げ 

 

2018-91 2018年 10月 29 日 ……………………………………………………（政策経営部広聴課） 

■市主催の合同相談会による各種団体との協定および規約と、市の責任部分すべて（広聴課で所管

するもの） 

2018 年 11月７日 公開決定 

・平成 29年度「合同無料相談会」実施要領 

 

2018-92 2018年 10月 16日 …………………………………………………（財務部市有財産活用課） 

■譲与を受けた地番、○○町○○○○譲与又は買収に関する書類、図面一式 

2018 年 10月 30日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索に時間を要するため。 

2018 年 11月 15日 公開決定 

・市道忠生 295号線道路用地の土地表示登記及び土地所有権保存登記について 

2018 年 11月 15日 部分公開決定 

・市道忠生 295号線道路用地の買収契約について 
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理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・公図における土地所有者の氏名、住所 

   ・地積測量図の作製者の測量士登録番号、氏名、印影 

・案内図における居住者の氏名、住所 

 

2018-93 2018年 10月 16日 …………………………………………………（環境資源部環境政策課） 

■譲与を受けた地番、○○町○○○○譲与又は買収に関する書類、図面一式 

2018 年 10月 30日 決定延期 

理由：所管部署が複数にまたがる可能性があり、対象公文書の検索に時間を要するため。 

2018 年 11月 30日 部分公開決定 

・土地開発基金の運用申込について（提出） 

・普通財産売払申請書について（申請） 

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。 

   ・土地所有者の氏名、住所、生年月日、印影 

   ・図面作製者の氏名、印影、測量士登録番号 

 

2018-94 2018年 11月 16日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■単年度におけるスポーツ振興に関わる事業のそれぞれの予算の記載がある資料。市が策定してい

るスポーツ推進計画/アクションプランに記載のあるようなスポーツに関する事業、単年度すべ

ての事業ごとの予算資料、５か年分 

2018 年 11月 30日 取下げ 

 

2018-95 2018年 11月 19日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■・野津田公園自然環境調査報告書 2013年度町田市 

・上記以降の野津田公園環境調査・樹木調査に関するすべて 

2018 年 11月 22日 取下げ 

 

2018-96 2018年 11月 21日 ……………………………………………（子ども生活部児童青少年課） 

■平成 30年度公募「町田市子ども創造キャンパス ひなた村」における指定候補者の事業計画書 

2018 年 11月 30日 決定延期 

理由：対象公文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2019 年１月 15日 部分公開決定 

・（仮称）町田市子ども創造キャンパスひなた村事業計画書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名  

 

2018-97 2018年 11月 21日 ………………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■平成 30年度公募「町田市都市公園（町田中央公園グループ）」における指定候補者の事業計画書 

2018 年 11月 28日 決定延期 

理由：対象公文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 12月 20日 部分公開決定 

・町田市都市公園事業計画書（町田中央公園グループ指定管理者候補者） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名及びメールアドレス 

   ・個人の写真 
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2018-98 2018年 11月 21日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■平成 30年度公募「町田市立室内プール」における指定候補者の事業計画書 

2018 年 12月１日 決定延期 

理由：対象公文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2019 年１月 15日 部分公開決定 

・町田市立室内プール事業計画書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名 

   ・個人の写真 

・予定理学療法士プロフィール 

：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人の財務に関する情報であって、公開することにより、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。 

・応募団体自体の財務状況（様式５－25） 

    ・既存事業の経営基盤の状態と指定管理事業を３年間継続していく財務計画（様式５－

26） 

 

2018-99 2018年 11月 21日 …………………………………………………（市民部市民協働推進課） 

■町田市町内会・自治会集会施設整備事業補助金制度、町田市町内会・自治会等集会所建設費補助

金制度のことがわかる文書・情報すべて（要綱とその様式１～８号などの文書を含む） 

2018 年 11月 28日 公開決定 

・町田市町内会・自治会等集会所建設費補助金交付要綱（2008 年９月１日廃止） 

・集会施設整備のためのガイドブック 

・集会施設整備のためのガイドブック【要綱・様式集】 

※なお、現行の町田市町内会・自治会集会施設整備事業建設費補助金交付要綱につきましては、

町田市立図書館又は町田市ホームページにおいて「町田市要綱集」が閲覧可能ですので、町田

市情報公開条例第 13 条第２項の規定により、本件請求及び決定の対象外となります。 

 

2018-100 2018 年 11 月 26 日 ………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■平成 30 年度公募「町田市立総合体育館・成瀬クリーンセンターテニスコート・三輪みどり山球

場」における指定候補者の事業計画書 

2018 年 12月１日 決定延期 

理由：対象公文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2019 年１月 15日 部分公開決定 

・町田市立総合体育館外２施設事業計画書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名 

   ・個人の写真 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

○法人の財務に関する情報であって、公開することにより、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。 

・応募団体自体の財務状況（様式５－24）（東急コミュニティの財務状況を除く） 

    ・既存事業の経営基盤の状態と指定管理事業を５年間継続していく財務計画（様式５－

25）（東急コミュニティの経営基盤を除く） 

  ：町田市情報公開条例第５条第１項第３号に該当 

   ○市の機関の内部における意思決定が未了の事項に関する情報であって、公開することに 

より公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるため。 

・クリニックに参加予定のトップアスリートの写真、氏名、経歴 
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2018-101 2018 年 11 月 26 日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■平成 30年度公募「町田市都市公園（小野路公園グループ）」における指定候補者の事業計画書 

2018 年 11月 28日 決定延期 

理由：対象公文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 12月 20日 部分公開決定 

・町田市都市公園事業計画書（小野路公園グループ指定管理者候補者） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名及びメールアドレス 

   ・個人の写真 

 

2018-102 2018 年 11 月 26 日 ……………………………………………（都市づくり部公園緑地課） 

■平成 30年度公募「町田市都市公園（野津田公園）」における指定候補者の事業計画書 

2018 年 11月 28日 決定延期 

理由：対象公文書の量が多く、精査・検討に時間を要するため。 

2018 年 12月 20日 部分公開決定 

・町田市都市公園事業計画書（野津田公園指定管理者候補者） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・法人担当者の氏名及びメールアドレス 

   ・個人の写真 

 

2018-103 2018 年 12 月 19 日 ………………………………………………（学校教育部保健給食課） 

■町田市立中学校の外注弁当の 2018年９月～11月までの喫食率についてわかる文書 

2018 年 12月 27日 公開決定 

・2018中学校給食喫食率（システム導入後含む） 

 

2018-104 2019年１月 15 日 ………………………………………………（学校教育部保健給食課） 

■中学校全員給食（自校方式）の実現のためにかかる費用が 107億とされていることがわかる資料 

 2019 年１月 22日 取下げ 

 

2018-105 2019年１月 25 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■①町田市総合体育館外２施設の 2019年４月～2024年３月指定管理者募集における「スポーツで

つなぐまちだパートナーズ」による応募申請書類一式 

 ②町田市立室内プールの 2019年４月～2022年３月 指定管理者募集における「株式会社協栄・

東京体育機器株式会社協同事業体」による応募申請書類一式 

2019 年１月 31日 取下げ 

 

2018-106 2019 年２月８日 …………………………………………………（学校教育部教育総務課） 

■教育委員会から小中学校へ送付した文書 

 「ＰＴＡの入会に関する意思確認及び個人情報の提供について（依頼）」2018年 12月 19日付 

2019 年２月 19日 公開決定 

・ＰＴＡへの入会に関する意思確認及び個人情報の提供について（依頼） 

 

2018-107 2019年２月 18 日 ……………………………………………（いきいき生活部介護保険課） 

■１ 株式会社ツクイが運営しているツクイ・サンシャイン町田東館において起きた介護事故に関

する次の文書（2018年４月１日～2019年２月 18日） 

 （１）施設利用者事故等報告書（添付された文書・写真などを含む） 

 （２）ケース記録及び添付書類 
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 （３）相談記録 

 （４）診断書 

 ２ 本件施設に関する別紙公文書件名目録記載の文書 

  １ 指定申請書（第１号様式） 

  ２ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所等の指定に係る記載事項 

  ３ 臨時株主総会議事録 

  ４ 定款 

  ５ 履歴事項全部証明書 

  ６ 株式会社変更登記申請書 

  ７ 平面図及び写真 

  ８ 運営規定 

  ９ 利用者（入所者）又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

  10 決算報告、前期比較財務諸表 

  11 就業規則 

  12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に該当しない旨の

誓約書 

  13 事業開始届及び添付書類 

 2019 年３月１日 部分公開決定 

・ツクイ・サンシャイン町田東館による事故報告書 

① 2018年４月９日受付分 

② 2018年４月 16日受付分（１件目） 

③ 2018年４月 16日受付分（２件目） 

④ 2018年５月 14日受付分 

⑤ 2018年５月 16日受付分 

⑥ 2018年６月１日受付分 

⑦ 2018年６月４日受付分 

⑧ 2018年６月 13日受付分 

⑨ 2018年６月 29日受付分 

⑩ 2018年７月９日受付分 

⑪ 2018年７月 17日受付分 

⑫ 2018年７月 19日受付分 

⑬ 2018年７月 23日受付分 

⑭ 2018年８月 27日受付分 

⑮ 2018年９月 10日受付分 

⑯ 2018年 10月 10日受付分 

⑰ 2018年 11月 21日受付分 

⑱ 2018年 12月 12日受付分 

⑲ 2018年 12月 27日受付分 

⑳ 2019年１月４日受付分 

 理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

    ・①～⑳について 

１． 事業所の概要のうち管理者名、記載者名・印影 

２． 利用者（事故当事者）の氏名、保険者名、保険者番号、被保険者番号、要介護度 

３． 事故の概要のうち発生日時、発生場所、概要、報告が遅延した理由 

４． 事故時の対応欄の記載事項すべて 

５． 事故後の対応欄の記載事項すべて 

    ・②③について、事故の種別欄に記載の薬の種類 

    ・④について、事故の種別欄に記載の誤飲した内容物 

    ・⑧⑭について、事故の種別欄に記載の内容 
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    ・⑫について、通報者の氏名、受付日時 

2019 年３月１日 不存在決定 

・１．株式会社ツクイが運営しているツクイ・サンシャイン町田東館において起きた介護事故に

関する次の文書 

（１） ケース記録及び添付書類 

（２） 相談記録 

（３） 診断書 

・２．ツクイ・サンシャイン町田東館に関する次の文書 

（１）指定申請書（第１号様式） 

（２）居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所等の指定に係る記載事項 

（３）臨時株主総会議事録 

（４）定款 

（５）履歴事項全部証明書 

（６）株式会社変更登記申請書 

（７）平面図及び写真 

（８）運営規定 

（９）利用者（入所者）又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

（10）決算報告、前期比較財務諸表 

（11）就業規則 

（12）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に該当しない旨の  

誓約書 

（13）事業開始届及び添付書類 

理由：・１（１）～（３）について、施設側で管理する書類であり、市への提供もなされてい

ないため 

   ・２（１）、（３）～（11）及び（13）について、特定施設入居者生活介護の届出の事務

を行うのは東京都のため。 

   ・２（２）及び（12）について、ツクイ・サンシャイン町田東館は介護付有料老人ホー

ムであり、障害福祉サービスの事業所の指定は受けていないため。 

 

2018-108 2019年２月 27 日 …………………………………………………（環境資源部環境保全課） 

■町田市真光寺いづみ浄苑にある○○○○（旧住所 町田市○○）、○○○○（旧住所 同上）の

新しい墓所の住所を知りたい。 

2019 年３月７日 不存在決定 

・改葬許可申請書（○○○○、○○○○に係る 2016 年１月４日〜2019年２月 27日受付分） 

理由：上記の期間に受け付けた改葬許可申請書を検索しましたが、請求内容に該当する改葬許可

申請書は存在いたしませんでした。 

 

2018-109 2019 年３月７日 …………………………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■生活保護実施要領・局第１－４－（１）その者の（中略）稼働能力を有する場合には十分それを

活用していると認められること」の「十分それを活用している」かを判断する金額等基準。貴庁

において策定したもの、東京都知事、厚生労働大臣が策定したもの。 

2019 年３月８日 不存在決定 

理由：町田市では件名の文書は作成しておらず、また東京都知事及び厚生労働大臣が策定したも

のも取得していないため。 

 

2018-110 2019年３月 14 日 ………………………………………………………（政策経営部秘書課） 

■町田市ＨＰ「市長公務日誌」「市長交際費」には記載されていないようだが（添付資料①②）、市

長石阪丈一氏は町田市の利害関係者である指定管理事業の発注先である株式会社ギオン（３スポ

－ツ施設および７公園 2014.４.１〜2019.３.31緑ヶ丘グラウンド 2018.11.１〜2023.３.31）の

「創立 50 周年記念祝賀会（2016年９月 23日（金）、帝国ホテル東京）」に出席した。その際指定
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管理者は市長に目録を授与し、市長はそれを受け取った。目録の中身および関わる一切の文書

（例：パーティーの招待状、市長行事日程表、市長公務日誌、随行職員、交通手段・費用（領収

書、公用車運行日誌等）、会費及び支払いの有無、飲食の提供、金銭・物品の贈与（祝儀、引出

物、その報告書等）等が判る文書） 

 ※添付資料①…町田市公式ＨＰ 

        「2016年度市長公務日誌（９月分）」の写し 

  添付資料②…町田市公式ＨＰ 

        「2016年度市長交際費（９月分）」の写し 

 2019 年３月 25日 決定延期 

理由：対象文書の検索及び精査・検討に時間を要するため 

 2019 年５月 13日 公開決定 

 ・招待状 

 ・目録 

 ・理事者予定表 

 2019 年５月 13日 部分公開決定 

 ・１ 運ぶちから、未来をつくる 

     町田市への寄付について 

 ・２ 株式会社ギオン 創業 50周年記念式典 式次第 

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ものであるた

め。 

     ・１のうち お問合わせ先 担当者名 

     ・２のうち 目録授与 従業員氏名及びマネージャー氏名 

 

2018-111 2019年３月 14 日 ……………………………………………………………（財務部財政課） 

■町田市ＨＰ「市長公務日誌」「市長交際費」には記載されていないようだが（添付資料①②）、市

長石阪丈一氏は町田市の利害関係者である指定管理事業の発注先である株式会社ギオン（３スポ

－ツ施設および７公園 2014.４.１〜2019.３.31 緑ヶ丘グランド 2018.11.１〜2023.３.31）の

「創立 50 周年記念祝賀会（2016年９月 23日（金）、帝国ホテル東京）」に出席した。その際指定

管理者は市長に目録を授与し、市長はそれを受け取った。目録の中身および関わる一切の文書

（例：パーティーの招待状、市長行事日程表、市長公務日誌、随行職員、交通手段・費用（領収

書、公用車運行日誌等）、会費及び支払いの有無、飲食の提供、金銭・物品の贈与（祝儀、引出

物、その報告書等）等が判る文書） 

 ※添付資料①…町田市公式ＨＰ 

        「2016年度市長公務日誌（９月分）」の写し 

  添付資料②…町田市公式ＨＰ 

        「2016年度市長交際費（９月分）」の写し 

 2019 年３月 25日 決定延期 

理由：対象文書の検索及び精査・検討に時間を要するため 

2019 年５月 13日 部分公開決定 

・寄附申出書 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当 

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

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

法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

   ・法人の印影 

 

2018-112 2019年３月 14 日 …………………………………………………（財務部市有財産活用課） 

■町田市ＨＰ「市長公務日誌」「市長交際費」には記載されていないようだが（添付資料①②）、市

長石阪丈一氏は町田市の利害関係者である指定管理事業の発注先である株式会社ギオン（３スポ
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－ツ施設および７公園 2014.４.１〜2019.３.31 緑ヶ丘グランド 2018.11.１〜2023.３.31）の

「創立 50 周年記念祝賀会（2016年９月 23日（金）、帝国ホテル東京）」に出席した。その際指定

管理者は市長に目録を授与し、市長はそれを受け取った。目録の中身および関わる一切の文書

（例：パーティーの招待状、市長行事日程表、市長公務日誌、随行職員、交通手段・費用（領収

書、公用車運行日誌等）、会費及び支払いの有無、飲食の提供、金銭・物品の贈与（祝儀、引出

物、その報告書等）等が判る文書） 

 ※添付資料①…町田市公式ＨＰ 

        「2016年度市長公務日誌（９月分）」の写し 

  添付資料②…町田市公式ＨＰ 

        「2016年度市長交際費（９月分）」の写し 

 2019 年３月 25日 決定延期 

理由：対象文書の検索及び精査・検討に時間を要するため 

2019 年５月８日 公開決定 

・理事者用運転日誌（2016 年９月 23日分） 

 

2018-113 2019年３月 18 日 ………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■町田市立総合体育館 指定管理者 株式会社ギオンの業務日誌 

 ○トレーニングルームでトレーナーとして勤務していた 40 代男性職員（2016 年 12 月 23 日、

2016年 12月 26日～2017年１月７日） 

 ○正規職員 総括責任者および事業総括責任者（2016年 12月 26日～2017年１月７日） 

 ○現場責任者（2016年 12月 26日～2017年１月７日） 

2019 年３月 25日 不存在決定 

理由：町田市立総合体育館の業務日誌は、市が作成しているものではなく、また市では取得もし

ていないため。 

 

2018-114 2019年３月 20 日 ………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■文化スポーツ振興部スポーツ振興課に求める。2016年 12月 26日午前９時 16 分頃利用者が電

話で通報し、文化スポーツ振興部スポーツ振興課女性職員が受けた「2016 年 12 月 23 日にト

レーニングルームでトレーナーとして働く指定管理者株式会社ギオン 40 代男性職員が利用者

に侮辱・脅し行為を行った」事件、「市長も 2017年２月６日に文書にて被害詳細にわたり通報

を受けている事件」「通報を受け対応した同部同課課長○○○氏が調査し 40代男性職員である

と報告した事件」に関する文書 

１．担当課および市長から指示を受けて株式会社ギオンが侮辱・脅し行為に関して対応した記   

  録 

２．通報を受け対応した課長○○○氏が行ったと主張するヒアリング「その結果 40 代男性職

員がやっていないと言ったからやっていない」と被害者が被害を受けたと言い続けている

のに一方的に強引に幕引きした「指定管理者責任者（複数名）および体育館館長、課長○

○○氏が指定管理者 40 代男性職員に行った利用者に対する侮辱・脅し行為に関するヒア

リング」の記録およびそれに関して担当課へ提出した報告書 

2019 年４月２日 部分公開決定 

・指定管理者作成のヒアリング結果表 

 （2016 年 12 月 23日（金）18：00～18：30 トレーニングルームで足を痛められた方の対応） 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

   ・指定管理者職員の氏名 

2019 年４月２日 非公開決定 

・○○様（通報者）との対応状況についてのメモ 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   ○個人に関する情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものであるため。 
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2018-115 2019年３月 22 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■文化スポーツ振興部スポーツ振興課に求める。2016年 12月 26日午前９時 16 分頃利用者が電話

で通報し、文化スポーツ振興部スポーツ振興課女性職員が受けた「2016 年 12 月 23 日にトレー

ニングルームでトレーナーとして働く指定管理者株式会社ギオン 40 代男性職員が利用者に侮

辱・脅し行為を行った」事件、「市長も 2017年２月６日に文書にて被害詳細にわたり通報を受け

ている事件」「通報を受け対応した同部同課課長○○○氏が調査し 40 代男性職員であると報告

した事件」に関する文書 

・通報を受けた年度（2016 年 12 月 23 日～2017 年３月 31 日が該当する年度）に株式会社ギオ

ンが担当課に提出した事業報告書に記載されている本事件「侮辱・脅し行為」に関する通報

内容、担当課および市長からの指示、処理経過が記載されたページおよびその前後のページ

１枚ずつ 

2019 年３月 29日 部分公開決定 

・平成 28年度 事業報告書内 

 「１．施設管理状況報告 ④苦情・要望等対応結果」Ｐ106～Ｐ108 

理由：町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

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

    ・担当者の氏名 

 

2018-116 2019年３月 28 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■文化スポーツ振興部スポーツ振興課への公文書公開請求（2017年４月 28日受付）「2016年 12月

23日、町田市総合体育館トレーニングルームにて、現場でトレーナーとして勤務する 40代男性

職員が、ケガ人がいることを伝え助けようと歩み寄った利用者に対して、突然、一方的に侮辱・

脅迫行為を行った事件に関する通報日から２月５日までの一切の文書（ヒアリング実施者（指定

管理者含む）、スポーツ振興課の報告書及び決裁書含む）及び防犯カメラの映像※被害者が文化

スポーツ振興課に通報。課長○○○氏対応。」で部分公開された「指定管理者作成のヒアリング

結果表 2016年 12月 23日（金）18：00～18：30トレーニングルームで足を痛められた方の対応」

に当たる事故が記載されている指定管理者株式会社ギオンが担当課に提出した事業報告書にあ

る「通報内容、処理経過が記載されたページおよびその前後のページ１枚ずつ」「表紙」「目次」

および「決裁書」 

2019 年４月 11日 決定延期 

理由：対象公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2019 年５月 24日 部分公開決定 

・「指定管理者作成のヒアリング結果表 2016年 12 月 23日（金）18：00～18：30 トレーニング

ルームで足を痛められた方の対応」に当る事故が記載されている 指定管理者株式会社ギオン

が担当課に提出した事業報告書にある「通報内容、処理経過が記載されたページおよびその前

後のページ１枚ずつ」「表紙」「目次」および「決裁書」 

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、または識別され得るものであるた

め。 

    ・作業完了報告書の報告者名及び作業者名 

    ・事故報告書中の個人名 

    ・苦情・要望対応結果中の団体の従業員名 

    ・利用者アンケート実施報告中の開催プログラムの講師名 

 

2018-117 2019年３月 28 日 …………………………………（文化スポーツ振興部スポーツ振興課） 

■町田市立総合体育館の指定管理者株式会社ギオンが公募時、指定期間に遵守しなければならない

「町田市立総合体育館業務基準書」「基本協定（指定期間全体）」の以下の項目が記載されたペー

ジ（ただしＨＰで公表されている 2018年７月版は除く） 

１．業務基準書：「表紙」「目次」「１ページ」「２ページ」「人員の体制について」「指定管理者が

行う業務」「指定期間」「指定管理者への指定管理料の支払い等」「市と指定管理者の責任分担
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表」「協定の締結」「管理運営状況評価」「留意事項（指定の取消し、報告業務、指示への対応

が判るページ）」「施設の提供運営業務（災害時の対応、苦情等の取り扱い、留意事項が判るペ

ージ）」「トレーニング室運営業務（留意事項が判るページ）」「その他業務（市への報告業務等、

記録の保管が判るページ）」および「決裁書」 

２．基本協定：「表紙」「目次」および「決裁書」 

2019 年４月 11日 決定延期 

理由：対象公文書の精査・検討に時間を要するため。 

2019 年５月 24日 公開決定 

町田市立総合体育館の指定管理者株式会社ギオンが公募時、指定期間に遵守しなければならない

「町田市立総合体育館 業務基準書」「基本協定(指定期間全体)」の以下の事項が記載されたペー

ジ(ただしＨＰで公表されている 2018年７月版は除く) 

１.業務基準書:「表紙」「目次」「１ページ」「２ページ」「人員の体制について」「指定管理者が行

う業務」「指定期間」「指定管理者への指定管理料の支払い等」「市と指定管理者の責任分担表」

「協定の締結」「管理運営状況評価」「留意事項(指定の取消し、報告業務、指示への対応が判る

ページ)」「施設の提供運営業務(災害時の対応、苦情等の取り扱い、留意事項が判るページ)」

「トレーニング室運営業務(留意事項が判るページ)」「その他業務(市への報告業務等、記録の

保管が判るページ)」および「決裁書」 

２.基本協定:「表紙」「目次」および「決裁書」 

 

2018-118 2019年３月 29 日 …………………………………………………（地域福祉部福祉総務課） 

■ウェブサイト等の削除に関する要望について 

 発行日：2018年 12月 14日付けのもの及び 2019年２月 27日付けのもの２通 

2019 年４月５日 公開決定 

・2018年 12月 14日付け 18町地福第 356 号 

「ウェブサイト等の削除に関する要望について」 

・2019年２月 27 日付け 18町地福第 462号 

「ウェブサイト等の削除に関する要望について」 
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３ 年度・実施機関別情報公開請求の件数（2009年度以降、括弧内は取下げ件数） 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

実施機関
　　年度
 種別

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 計

請　求 95(7) 255(8) 115(12) 162(16) 70(5) 18(2) 44(2) 63 54(4) 110(8) 986(64)

不服申立て 22 11 2   1  5 4(1) 3 48(1)

請　求 2 24 6(1) 17 1 6(1) 4 6 5 6(2) 77(4)

不服申立て           0 

請　求        1   1 

不服申立て           0 

請　求   1 1   1 2   5 

不服申立て           0 

請　求  1 1(1)        2(1)

不服申立て           0 

請　求           0 

不服申立て           0 

請　求 3 2 1 5 1(1) 1  2 3  18(1)

不服申立て        1   1 

請　求 1 1 2    7 12  1 24 

不服申立て       1 3   4 

請　求 101(7) 283(8) 126(14) 185(16) 72(6) 25(3) 56(2) 86 62(4) 117(10) 1113(70)

不服申立て 22 11 2 0 0 1 1 9 4(1) 3 53(1)
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