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第２章

個人情報開示等請求の状況

１

２０１８年度の経過
２０１８年度の請求の特徴としては、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、障がい福祉課における平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う
指標該当有無についての判定の根拠となった調査票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１０２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年度実施機関別個人情報開示等請求件数
実施機関
主管部課
政 策 経 営 部 広
聴
課
法
制
課
総
務
部
職
員
課
財
政
課
市 有 財 産 活 用 課
財
務
部
市
民
税
課
納
税
課
市 民 協 働 推 進 課
市
民
課
忠 生 市 民 セ ン タ ー
市
民
部
鶴 川 市 民 セ ン タ ー
市
長
なるせ駅前市民センター
小 山 市 民 セ ン タ ー
生 活 援 護 課
地 域 福 祉 部
障 が い 福 祉 課
高 齢 者 福 祉 課
いきいき生活部
介 護 保 険 課
保
健
所 保 健 予 防 課
子 ど も 生 活 部 子ども家庭支援センター
環 境 政 策 課
環 境 資 源 部
３ Ｒ 推 進 課
道
路
部 道 路 管 理 課
学 校 教 育 部 指
導
課
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 セ ン タ ー
選挙管理委員会
監 査 委 員
農 業 委 員 会

件数
６
５
２
１
１
１
２
８
２２
１
１
１
３
１
１５
１
１
１
６
１
９
１１
１
１
０
０
０

小計

１００

２
０
０
０

固定資産評価
審 査 委 員 会

０

０

病院事業管理者
議
会

０
０

０
０

１０２

１０２

合

計

※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

５８人

２人

６０人

請求件数

１００件

２件

１０２件

※１人当たりの請求件数約１．８２件、１人最大請求件数３４件(市内に住所を有する個人)

（３）請求に対する決定区分別件数
決
定

区

分

開示等

部分開示等

非開示等

不存在

５４件

２９件

１７件

１８件

存否応答
拒否
０件

合計
１１８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
１号
２号
３号
４号
５号
法令秘 評価等 第三者
法人
意思決定
情報
情報
情報
情報
過程情報
１件
５件
２１件
６件
１件

項
６号
行政執
行情報
１９件

７号
本人不利
益情報
０件

８号
公益
情報
０件

合計
５３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

２０１８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・・・・・・・・

2018-１ 2018 年４月９日 開示請求 …………………………………（地域福祉部障がい福祉課）
■2018 年４月４日付 18 町地障第 10 号により通知のあった指標の該当の有無の判定根拠になった
資料
2018 年４月 13 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 11 項目）【平成 30 年２月 23 日実施分】
2018-２ 2018 年４月 10 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４月１日～2018 年４月 10 日）
2018 年４月 13 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。
2018-３ 2018 年４月 13 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■・
「平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について」の判定がわ
かる書類一式
・「判定の基準」とするもの
2018 年４月 16 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 11 項目）【平成 25 年７月３日実施分】
2018-４ 2018 年４月 16 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■「平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について」の判定がわ
かる書類一式
2018 年４月 18 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 11 項目）【平成 27 年７月 16 日実施分】
2018-５ 2018 年４月 19 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無についての判定の根拠と
なった文書
2018 年４月 24 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 11 項目）【平成 29 年 12 月 22 日実施分】
2018-６ 2018 年４月 19 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無についての判定の根拠と
なった文書
2018 年４月 24 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 10 項目）【平成 27 年３月 10 日実施分】
2018-７ 2018 年４月 20 日

開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
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■「平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について」判定がわか
る書類一式
2018 年４月 24 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 11 項目）【平成 30 年３月６日実施分】
2018-８ 2018 年４月 20 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について
2018 年４月 24 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 10 項目）【平成 18 年５月９日実施分】
2018-９ 2018 年４月 24 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４月１日～2018 年４月 24 日）
2018 年４月 26 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2017 年 10 月
10 日受付分
2018-10 2018 年４月 27 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標該当有無についての判定の根拠となっ
た文章
2018 年５月２日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 10 項目）【平成 27 年３月 17 日実施分】
2018-11 2018 年４月 27 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■「平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について」判定がわか
る書類
2018 年５月２日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 10 項目）【平成 24 年 12 月 20 日実施分】
2018-12 2018 年５月８日 開示請求 ……………………………………（環境資源部３Ｒ推進課）
■2018 年３月 23 日付 17 町環推第 709 号の回答で示された、○○からの積極的な協力の内容が分
かる資料すべて。
2018 年５月 22 日 不存在決定
理由：「積極的な協力の内容」は町内会との話し合いにご参加いただくことを意味しているが、
資料は作成していないため存在しない。
2018-13 2018 年５月８日 開示請求………………………………………（環境資源部３Ｒ推進課）
■2018 年３月 23 日付 17 町環推第 709 号の回答で示された、○○からの要望を町内会、自治会の
役員を通じて、ごみ集積所の届出を行った利用者の代表者に伝わったことを示す証拠すべて。
2018 年５月 22 日 不存在決定
理由： ○○様からの要望は、電話や訪問での会話で伝えており、伝わったことを確認する記録
等を作成していないため、存在しない。
2018-14 2018 年５月８日 開示請求 ……………………………………（環境資源部３Ｒ推進課）
■2018 年３月 23 日付 17 町環推第 709 号の回答で示された、○○からの要望を町内会、自治会の
役員を通じて、ごみ集積所の届出を行った利用者の代表者にその都度伝えたことを示す証拠すべ
て。
2018 年５月 22 日 不存在決定
理由： ○○様からの要望は、電話や訪問での会話で伝えており、伝えたことの記録等を作成し
ていないため、存在しない。
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2018-15 2018 年５月９日 開示請求 …………………………………………（政策経営部広聴課）
■広聴課と３Ｒ推進課で交わされた○○に関するすべて。
2018 年５月 23 日 開示決定
別紙のとおり
別紙
文書番号

日付

件名

15 町政聴要第 186 号

2015 年６月 24 日

市政要望への対応について（依頼）

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

15 町政聴要第 186－３号

2015 年７月 22 日

市政要望への対応について（依頼）

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

市政要望への対応について（依頼）

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

市政要望への対応について（依頼）

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 186－８号

2016 年２月８日

市政要望への対応について（依頼）

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 号の９ 2016 年２月 23 日

ご要望について

15 町政聴要第 186－10 号 2016 年２月 26 日

市政要望への対応について（依頼）

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）

16 町政聴要第 161 号

市政要望の送付について（通知）

2016 年６月 10 日

15 町政聴要第 186－10 号 2016 年６月 22 日
15 町政聴要第 186 号の 11 2016 年７月 6 日

市政要望への対応について（報告）
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

市政要望への対応について（依頼）

17 町政聴要第 541－２号

2017 年 12 月４日

市政要望の送付について（通知）

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

市政要望への対応について（依頼）

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

市政要望の送付について（通知）

17 町政聴要第 740 号

2018 年３月 26 日

市政要望への対応について（依頼）

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４月２日

市政要望への対応について（報告）
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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

市政要望の送付について（通知）

18 町政聴要第 20－２号

2018 年５月１日

市政要望の送付について（通知）

18 町政聴要第 20－３号

2018 年５月１日

市政要望の送付について（通知）

18 町政聴要第 20－４号

2018 年５月２日

市政要望の送付について（通知）

2018-16 2018 年５月９日 開示請求 ……………………………………（環境資源部３Ｒ推進課）
■2018 年３月 23 日付 17 町環推第 709 号の回答で示された○○からの要望をその都度伝えたこと
を確認できる資料すべて。および、何を伝えたのかその内容がわかる資料すべて。
2018 年５月 22 日 不存在決定
理由：○○様からの要望は、電話や訪問での会話で伝えており、伝えたことの記録等を作成して
いないため、存在しない。
2018-17 2018 年５月 15 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■「平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について」の判定が分
かる書類一式
2018 年５月 18 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 10 項目）【平成 27 年４月 23 日実施分】
2018-18 2018 年５月 15 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■「平成 30 年度放課後等デイサービスの報酬改定に伴う指標の該当の有無について」の判定がわ
かる書類一式
2018 年５月 18 日 開示決定
・概況調査票、障害児の調査項目（５領域 10 項目）【平成 26 年 12 月 26 日実施分】
2018-19 2018 年５月 18 日 開示請求 …………………………………………… （総務部職員課）
■ハラスメントに係るヒアリング対象者による内容及び経緯及び財務部の回答に依るまでの経緯
の資料と総務部も含めて。
2018 年６月１日 開示決定
ハラスメント防止対策委員会についての下記文書
・2017 年度第８回町田市ハラスメント防止対策委員会（次第）
・【17 付議 01】案件に対する審議結果について（通知）
2018 年６月１日 部分開示決定
・ハラスメント防止対策委員会についての下記文書
１ 【17 付議 01】ハラスメントに係る苦情・相談受付票の申出への部内対応報告票について（収
受）
２ 2017 年度第７回町田市ハラスメント防止対策委員会（次第及び添付資料）
３ 2017 年度第７回町田市ハラスメント防止対策委員会（議事録）
４ 2017 年度第８回町田市ハラスメント防止対策委員会（議事録）
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
○ハラスメントに係る事実確認における発言内容であり、開示することにより、ハラス
メントに係る苦情・相談対応業務の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を
著しく困難にすると認められるため。
・１及び２のうち、
①事実確認調査票（相手方確認聞き取りシート・第３者確認聞き取りシート）におけ
る、聞き取り対象者の回答部分
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②ハラスメントに係る部内協議資料（2018 年１月 17 日協議分）の申出内容①～③及
び（参考）における（２）各対象者ヒアリング内容
・２のうち、①資料１ 補足資料 〇事務局による事例概要 ヒアリング内容抜粋
○ハラスメント防止対策委員会において、付議案件を精査する内容であり、開示するこ
とにより、ハラスメント防止対策委員会業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。
・２のうち、②審議結果通知のサンプルにおける審議内容の説明部分
・３及び４のうち、質疑の内容
※2018 年６月４日 審査請求
2018-20 2018 年５月 18 日 開示請求 …………………………………………… （財務部財政課）
■ハラスメントに係るヒアリング対象者による内容及び経緯及び財務部の回答に依るまでの経緯
の資料と総務部も含めて
2018 年５月 31 日 開示決定
・ハラスメント防止対策委員会についての下記文書
【17 付議 01】案件に対する審議結果について
2018 年５月 31 日 部分開示決定
・ハラスメントに係る苦情・相談の申出への部内対応報告票について（提出）【2017 年９月 15
日申出分】
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
○ハラスメントに係る事実確認における発言内容であり、開示することにより、ハラスメ
ントに係る苦情相談対応業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。
・事実確認調査票（相手方確認聞き取りシート・第３者確認聞き取りシート）における、
聞き取り対象者の回答部分
・ハラスメントに係る部内協議資料（2018 年１月 17 日協議分）の申出内容①～③及び（参
考）における（２）各対象者ヒアリング内容
※2018 年６月４日 審査請求
2018-21 2018 年５月 22 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における相談記録
2018 年６月５日 開示決定
相談記録票
2018 年６月５日 部分開示決定
虐待通告受付票
指導・経過記録票
理由：①町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当
○第三者に関する情報であって、開示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。
：②町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○市の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の実施
の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。
虐待通告受付票
番号
開示しない部分
非開示理由
１
緊急受理会議の記録のうち、関係機関に関する記載
②
２
「調査」欄の全部
②
指導・経過記録票
番号
開示しない部分
非開示理由
１
2013 年９月 12 日 16：50 の記録（関係機関との連絡記録）
②
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２
３
４
５
６
７

2013 年９月 13 日 13：20 と 16：50 の記録（関係機関との連絡記録）
2013 年９月 18 日 14：00 の記録
2013 年９月 24 日の記録（内部会議の記録）
2013 年 12 月２日 ８行目から最後までの記録
平成 26 年７月 22 日 １行目と２行目の記録
平成 26 年９月 24 日 ３行目から９行目までの記録

②
①
②
①
①
①

2018-22 2018 年５月 22 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における相談記録
2018 年６月５日 不存在決定
理由：請求者単独による相談は行われていないため。
2018-23 2018 年５月 22 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における相談記録
2018 年６月５日 不存在決定
理由：請求者単独による相談は行われていないため。
2018-24 2018 年５月 31 日 開示請求 ………………………………… （環境資源部３Ｒ推進課）
■法制課と３Ｒ推進課で交わされた○○に関するすべて
2018 年６月 14 日 不存在決定
理由：３Ｒ推進課が法制課に対して、個人を特定した形で○○様に関する相談等を行った事実が
ないため。
2018 年７月 13 日 不存在決定（2018 年６月 14 日付）の取り消し
2018 年７月 13 日 不存在決定（再決定）
理由：３Ｒ推進課と法制課との間で、○○様に関する資料等を取り交わした事実がないため。
2018-25 2018 年６月１日 訂正請求 ……………………………………（環境資源部３Ｒ推進課）
■2017 年 12 月 14 日付 17 町政聴要第 541 号で示された「市政要望への対応について（報告）」の
「顛末等」欄の２行目
（「長年の要望者と町内会とのトラブルから、町内会からは要望者への対応を断られました。」を「長
年の要望者と○○自治会とのトラブルから、○○自治会からは要望者への対応を断られました。」
に訂正）
2018 年６月 22 日 訂正決定
市政要望への対応について（報告）
（2017 年 12 月 14 日付 17 町政聴要第 541 号）
「顛末等」欄の２行目「長年の要望者と町内会とのトラブルから、町内会からは要望者への対応
を断られました。
」を「長年の要望者と○○自治会とのトラブルから、○○自治会からは要望者
への対応を断られました。
」に訂正
2018-26 2018 年６月５日 開示請求 …………………………………………（政策経営部広聴課）
■広聴課にある○○に関する情報すべて。
2018 年６月 15 日 開示決定
別紙のとおり
別紙
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

17 町政聴要第 541 号

ごみ集積所○○町○-○○○の適正管理を求
める件について
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

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

18 町政聴要第 20 号

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
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

市政要望
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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）

18 町政聴第 12 号

2018 年５月 22 日

個人情報開示等決定通知書の送付について

2018-27 2018 年６月５日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課）
■市民税・都民税 課税・非課税証明書交付申請書（2017 年４月１日～2018 年６月５日）
2018 年６月 11 日 不存在決定
理由：証明書発行履歴を検索したところ、請求期間における発行履歴は存在しなかったため
2018-28 2018 年６月 19 日 開示請求 ………………………………………… （財務部市民税課）
■課税・非課税証明書、資産税証明書交付申請書（2017 年４月１日～2018 年６月 19 日）
2018 年７月２日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の課税・非課税、納税証明書交付申請書 2018
年６月 13 日鶴川駅前連絡所受付分
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。
・申請者（窓口に来られたあなたの）欄の氏名、電話番号、及び証明（どなたの証明で
すか）欄のあなたとの関係欄
2018-29 2018 年６月 29 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■現在印鑑登録している印影がわかるもの。６月 29 日同日付で旧印鑑登録の廃止と新規印鑑登録
を行ったが、本件は廃止前の旧印鑑登録の印影について開示を求めるものである。
2018 年７月 11 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印影確認票
2018-30 2018 年６月 29 日 開示請求 …………………………………………… （総務部法制課）
■法制課にある○○に関連する情報すべて。（○○が法制課に相談したことを含む）
2018 年７月 11 日 開示決定
・公文書公開請求書（18 町総法第 32 号）
・公文書非公開決定通知書（18 町総法第 32 号の２）
・公文書公開請求書（18 町総法第 33 号）
・公文書非公開決定通知書（18 町総法第 33 号の２）
2018 年７月 11 日 非開示決定
・法律相談一覧表_2018
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、行
政法律相談の記録（相談日、相談元、回答日、回答元等内容以外のものを含む。）を開
示することによって、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７月 11 日 不存在決定
○○が法制課に相談したこと
理由：当該相談の記録を作成していないため。
2018-31 2018 年７月５日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■旧姓○○○○住民票の写し（2017 年４月１日～）、戸籍証明書等交付請求書（2015 年１月１日～）、
印鑑登録証明書交付申請書（2016 年４月１日～）
2018 年７月 19 日 開示決定
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・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
住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書 2015 年８月 11 日市民課受付分
戸籍謄本等職務上請求書 2015 年８月 17 日市民課受付分
戸籍証明書等交付請求書 2015 年９月 30 日市民課受付分
戸籍謄本等職務上請求書 2015 年 12 月 14 日市民課受付分
住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書 2016 年 12 月６日市民課受付分
戸籍証明書等交付請求書 2016 年 12 月 16 日市民課受付分
戸籍証明書等交付請求書 2016 年 12 月 21 日小山市民センター受付分
戸籍証明書等交付請求書 2018 年１月 16 日市民課受付分
戸籍証明書等交付請求書 2018 年７月５日市民課受付分
2018 年７月 19 日 不存在決定
理由：①検索の結果、上記の期間に交付はなく、住民票の写し等交付請求書は存在しません。
②検索の結果、上記の期間に交付はなく、印鑑登録証明書交付申請書は存在しません。
2018-32 2018 年７月６日 開示請求 …………………（子ども生活部子ども家庭支援センター）
■町田市子ども家庭支援センターから受けた支援についての記録（最初から直近まで）
2018 年７月 20 日 部分開示決定
子ども家庭支援センター 指導・経過記録票
理由：①町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第２号に該当
○個人の評価等に関する情報であり、開示することにより客観的にみて本人の不利益に
なるおそれがあるため。
②町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。
③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、又は公正かつ適切な実施を著しく困難にすると認められるため。
番号

開示しない部分

非開示理由

１

2013 年９月 13 日の記録のうち、第三者世帯等への訪問に関する記載 ②

２

2013 年９月 13 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

３

2013 年９月 17 日の記録のうち、保護者の評価に関する記載

①

４

2013 年 10 月１日の記録の全部（内部会議の記録）

③

５

2013 年 10 月３日の記録の全部（保護者に関する記載）

②

６

2013 年 10 月４日の記録の全部（保護者に関する記載）

②

７

2013 年 10 月８日の記録のうち、連絡先関係機関名

③

８

2013 年 10 月８日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

９

2013 年 12 月４日の記録のうち、連絡先関係機関名

10

2013 年 12 月４日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

11

2013 年 12 月９日の記録のうち、連絡先関係機関名

12

2013 年 12 月９日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

13

2013 年 12 月 17 日の記録の全部（内部会議の記録）

14

2014 年１月 22 日の記録のうち、児童及び関係機関との連絡事項に関 ②③
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する記載
15

2014 年１月 23 日の記録のうち、連絡先関係機関名

16

2014 年１月 23 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

17

2014 年１月 24 日の記録のうち、児童に関する記載

②

18

2014 年１月 24 日の記録のうち、関係機関との連絡に関する記載

③

19

2014 年１月 27 日の記録のうち、児童に関する記載

②

20

2014 年 1 月 28 日の記録の全部（内部会議の記録）

③

21

2014 年１月 30 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

22

2014 年２月 13 日の記録のうち、保護者に関する記載

23

2014 年２月 14 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

24

2014 年３月 12 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

25

2014 年４月 15 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

26

2014 年４月 21 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

27

2014 年４月 22 日の記録のうち、児童に関する記載

28

2014 年４月 22 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

29

2014 年４月 28 日の記録のうち、保護者に関する記載

30

2014 年６月 10 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

31

2014 年６月 17 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

32

2014 年６月 20 日の記録のうち、児童に関する記載

33

2014 年６月 20 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

34

2014 年８月１日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

35

2014 年８月４日の記録のうち、保護者に関する記載

36

2014 年８月５日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

37

2014 年８月 22 日の記録（関係機関との連絡事項に関する記載）

②③

38

2014 年８月 25 日の記録（関係機関との連絡事項に関する記載）

③

39

2014 年９月１日の記録（関係機関との連絡事項に関する記載）

③

40

2014 年９月２日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

41

2014 年９月３日の記録の全部（児童に関する記載）

42

2014 年９月 16 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ③

43

2014 年９月 22 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ③

44

2014 年９月 24 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ③

45

2014 年９月 29 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

46

2014 年 11 月 18 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記 ②③
載）
2015 年１月９日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

47
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②

②

①
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48

2015 年１月 12 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

49
50

2015 年２月 17 日の記録の全部（児童及び関係機関との連絡事項に関 ②③
する記載）
2015 年２月 24 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

51

2015 年３月 11 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

52

2015 年４月６日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

53
54

2015 年８月４日の記録のうち、保護者及び関係機関との連絡事項に ②③
関する記載
2015 年８月７日の記録のうち、保護者に関する記載
②

55

2015 年９月８日の記録のうち、保護者に関する記載

②

56

2015 年 11 月６日の記録のうち、児童に関する記載

②

57

2015 年 11 月 20 日の記録の全部（保護者に関する記載）

②

58

2015 年 12 月 14 日の記録のうち、保護者及び所見に関する記載

①②

59

2015 年 12 月 24 日の記録の全部（保護者に関する記載）

②

60
61

2015 年 12 月 29 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記 ②③
載）
2016 年１月４日の記録の全部（関係機関との連絡に関する記載）
②③

62

2016 年１月５日の記録の全部（関係機関との連絡に関する記載）

②③

63

2016 年１月６日の記録の全部（関係機関との連絡に関する記載）

②③

64

2016 年 11 月 25 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記 ②③
載
2016 年 12 月２日の記録のうち、児童（前段）及び保護者（後段）に ②
関する記載
2017 年４月 14 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載 ②③

65
66
67
68

2017 年４月 28 日の記録の全部（児童及び関係機関との連絡事項に関 ②③
する記載）
2017 年５月２日の記録のうち、児童に関する記載
②

69

2017 年６月１日の記録のうち、保護者の評価に関する記載

③

70

2017 年６月８日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記載

②③

71

2017 年６月 14 日の記録のうち、児童に関する記載

②

72

2017 年６月 22 日の記録のうち、保護者の評価（前段）に関する記載 ①

73

2017 年６月 22 日の記録のうち、保護者（後段）に関する記載

74

2017 年７月 14 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ③

75
76

2017 年７月 21 日の記録の全部（児童及び関係機関との連絡事項に関 ②③
する記載）
2017 年７月 28 日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ③

77

2017 年８月４日の記録のうち、保護者の評価（前段）に関する記載

①

78

2017 年８月４日の記録のうち、保護者（後段）に関する記載

②

79

2017 年８月 18 日の記録のうち、保護者に関する記載

②

59
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80

2017 年９月８日の記録の全部（関係機関との連絡事項に関する記載） ②③

81
82

2017 年 10 月 18 日の記録のうち、関係機関との連絡事項に関する記 ②③
載
2014 年 11 月 10 日の記録のうち、児童に関する記載
②

83

2017 年 12 月 11 日の記録のうち、保護者に関する記載

②

84

2018 年２月７日の記録のうち、所見及び保護者の評価に関する記載

①③

85

2018 年４月９日の記録のうち、保護者に関する記載

②

2018-33 2018 年７月 10 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４月１日～2018 年７月 10 日）
2018 年７月 19 日 開示決定
住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2018 年７月 10
日受付分
2018-34 2018 年７月 13 日 開示請求 ………………………………… （環境資源部環境政策課）
■環境資源部長のもつ○○に関連する情報すべて。
2018 年７月 27 日 開示決定
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）№186

なし

2015 年７月８日

市政要望№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

なし

2015 年７月 31 日

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）№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）№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）№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）№186８

なし

2016 年２月 24 日

市政要望への対応について（№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）№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）№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（№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）
№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）№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（依頼）
№186-３（照会収受）
市政要望への対応について（回答）
№186-３（３Ｒ推進課回答収受）

市政要望への対応について（中間報告）
№541、541-２（収受）
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市政要望への対応について（収受及び送付）№541３
市政要望への対応について（回答）
№541、541-２、541-３

17 町環政第 956 号

2018 年２月９日

なし

2018 年２月 23 日

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）№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）№740

なし

2018 年３月 29 日

市政要望への対応について（報告）
№541、541 の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）№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）№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）№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）№20-４

2018-35 2018 年７月 13 日 開示請求 ………………………………… （環境資源部３Ｒ推進課）
■環境資源部長のもつ○○に関連する情報すべて。
2018 年７月 27 日 開示決定
別紙１、別紙２、別紙３、別紙４のとおり
別紙１
起案日
件名
参考
１
２
３

2015 年６月 26 日
2015 年７月６日
2015 年７月 22 日

４
５

2015 年７月 30 日
2015 年８月 24 日

６

2015 年９月２日

７

2015 年９月 16 日

８

2015 年９月 30 日

９

2016 年２月８日

10

2016 年２月９日

11
12

2016 年２月 22 日
2016 年２月 29 日

13

2016 年３月 10 日

14

2016 年６月 13 日

市政要望への対応について（依頼）№186
市政要望への対応について（回答）№186
市政要望への対応について（依頼）№186３
市政要望への回答について№186-３
市政要望への対応について（依頼）№186５
市政要望への対応について（回答）№186５
市政要望への対応について（依頼）№186７
市政要望の報告期限の延長について（報告）
№186-７
市政要望への対応について（報告）№186７
市政要望への対応について（依頼）№186８
市政要望への対応について(№186-８)
市政要望への対応について（依頼）№186-10

15 町政聴要第 186 号
15 町政聴要第 186 号
15 町政聴要第 186-３号
15 町政聴要第 186-３号
15 町政聴要第 186-５号
15 町政聴要第 186-５号
15 町政聴要第 186-７号
15 町政聴要第 186-７号
15 町政聴要第 186-７号
15 町政聴要第 186-８号
15 町政聴要第 186-８号
15 町政聴要第 186-10 号

市政要望への対応について（№186-10）中間 15 町政聴要第 186-10 号
報告
市政要望の送付について（通知）№161
16 町政聴要第 161 号
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15
16
17
18

2016 年６月 23 日
2017 年 12 月１日
2017 年 12 月６日
2017 年 12 月 13 日

19

2018 年２月９日

20

2018 年３月１日

21
22

2018 年３月 20 日
2018 年３月 22 日

23
24
25

2018 年３月 27 日
2018 年４月２日
2018 年４月 10 日

26
27
28
29

2018 年５月２日
2018 年５月２日
2018 年５月７日
2018 年６月 22 日

市政要望への対応について（回答）№186-10
市政要望への対応について（依頼）№541
市政要望の送付について（通知）№541-２
市政要望への対応について（№541）の中間
報告について
市政要望への対応について（依頼）№541３
市政要望への対応について№541,541-２,
541-３（回答）の廃案について
市政要望の送付について（通知）№541-４
市政要望への対応について№541,541-２,
541-３,541-４（回答）
市政要望への対応について（依頼）№740
市政要望への対応について（報告）№740
市政要望の送付について（通知）№20（収受）

15 町政聴要第 186-10 号
17 町政聴要第 541 号
17 町政聴要第 541-２号
17 町政聴要第 541 号

市政要望の送付について（通知）№20-２
市政要望の送付について（通知）№20-３
市政要望の送付について（通知）№20-４
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 20-２号
18 町政聴要第 20-３号
18 町政聴要第 20-４号
15 町政聴要第 541 号

別紙２
件数

受付日

文書番号

件名

１

2015/５/21

15 町総市公第８号

公文書公開請求書

２

2015/６/１

15 町総市公第 11 号

公文書公開請求書

３

2015/６/１

15 町総市公第 12 号

公文書公開請求書

４

2015/６/１

15 町総市公第 13 号

公文書公開請求書

５

2015/６/15

15 町総市公第 16 号

公文書公開請求書

６

2018/４/11

18 町総市公第１号

公文書公開請求書

７

2018/５/１

18 町総市公第３号

公文書公開請求書

８

2018/５/１

18 町総市公第４号

公文書公開請求書

９

2018/５/１

18 町総市公第５号

公文書公開請求書

10

2018/５/１

18 町総市公第６号

公文書公開請求書

11

2018/５/１

18 町総市公第７号

公文書公開請求書

12

2018/５/１

18 町総市公第８号

公文書公開請求書
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17 町政聴要第 541-３号
17 町政聴要第 541,541２,541-３号
17 町政聴要第 541-４号
17 町政聴要第 541,541２,541-３,541-４号
17 町政聴要第 740 号
17 町政聴要第 740 号
18 町政聴要第 20 号
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13

2018/５/１

18 町総市公第９号

公文書公開請求書

14

2018/５/８

18 町総市公第 11 号

公文書公開請求書

15

2018/５/８

18 町総市個第 12 号

個人情報開示等請求書

16

2018/５/８

18 町総市個第 13 号

個人情報開示等請求書

17

2018/５/８

18 町総市個第 14 号

個人情報開示等請求書

18

2018/５/９

18 町総市個第 16 号

個人情報開示等請求書

19

2018/５/18

18 町総市公第 13 号

公文書公開請求書

20

2018/５/18

18 町総市公第 14 号

公文書公開請求書

21

2018/５/18

18 町総市公第 15 号

公文書公開請求書

22

2018/５/21

18 町総市公第 17 号

公文書公開請求書

23

2018/５/21

18 町総市公第 18 号

公文書公開請求書

24

2018/５/21

18 町総市公第 19 号

公文書公開請求書

25

2018/５/21

18 町総市公第 20 号

公文書公開請求書

26

2018/５/21

18 町総市公第 21 号

公文書公開請求書

27

2018/５/21

18 町総市公第 22 号

公文書公開請求書

28

2018/５/21

18 町総市公第 23 号

公文書公開請求書

29

2018/５/21

18 町総市公第 24 号

公文書公開請求書

30

2018/５/21

18 町総市公第 25 号

公文書公開請求書

31

2018/５/24

18 町総市公第 27 号

公文書公開請求書

32

2018/５/25

18 町総市公第 28 号

公文書公開請求書

33

2018/５/25

18 町総市公第 29 号

公文書公開請求書

34

2018/５/25

18 町総市公第 30 号

公文書公開請求書

35

2018/５/31

18 町総市公第 31 号

公文書公開請求書

36

2018/５/31

18 町総市個第 24 号

個人情報開示等請求書
63

第２章 個人情報開示等請求の状況

37

2018/６/１

18 町総市個第 25 号

個人情報開示等請求書

38

2018/６/１

18 町総市公第 32 号

公文書公開請求書

39

2018/６/７

18 町総市公第 34 号

公文書公開請求書

40

2018/６/７

18 町総市公第 35 号

公文書公開請求書

41

2018/６/７

18 町総市公第 36 号

公文書公開請求書

42

2018/６/７

18 町総市公第 37 号

公文書公開請求書

43

2018/６/７

18 町総市公第 38 号

公文書公開請求書

44

2018/６/13

18 町総市公第 39 号

公文書公開請求書

45

2018/６/19

18 町総市公第 42 号

公文書公開請求書

46

2018/６/19

18 町総市公第 43 号

公文書公開請求書

47

2018/６/29

18 町総市公第 46 号

公文書公開請求書

48

2018/６/29

18 町総市公第 47 号

公文書公開請求書

49

2018/６/29

18 町総市公第 48 号

公文書公開請求書

回答日

文書番号

別紙３
件数

件名

１

2015/５/29 15 町環推第 88 号

公文書部分公開決定通知書について

２

2015/６/11 15 町環推第 123 号２

公文書公開請求書（町田市集積所管理計画書）○○町○○○○に対する決定内容の通知について

３

2015/６/11 15 町環推第 126 号２

公文書不存在決定通知書について

４

2015/６/11

５

2015/６/18 15 町環推第 145 号２

公文書不存在決定通知書について

６

2018/４/24 18 町環推第 62 号

公文書部分公開決定通知書について

７

2018/５/15 18 町環推第 106 号

公文書不存在決定通知書について

８

2018/５/15 18 町環推第 107 号

公文書不存在決定通知書について

９

2018/５/15 18 町環推第 108 号

公文書不存在決定通知書について（第５号）

15 町環推第 127 号
２・３・４

公文書公開請求書（町田市ごみ集積所変更・移動・廃止届
等）に対する決定内容の通知について
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10

2018/５/15 18 町環推第 109 号

公文書部分公開決定通知書について（第６号）

11

2018/５/15 18 町環推第 110 号

公文書公開決定通知書について（第７号）

12

2018/５/15 18 町環推第 111 号

公文書不存在決定通知書について（第８号）

13

2018/５/15 18 町環推第 112 号

公文書部分公開決定通知書について（第９号）

14

2018/５/22 18 町環推第 129 号

公文書不存在決定通知書について（第 11 号）

15

2018/５/22 18 町環推第 130 号

個人情報不存在決定通知書について（第 12 号）

16

2018/５/22 18 町環推第 131 号

個人情報不存在決定通知書について（第 13 号）

17

2018/５/22 18 町環推第 132 号

個人情報不存在決定通知書について（第 14 号）

18

2018/５/22 18 町環推第 133 号

個人情報不存在決定通知書について（第 16 号）

19

2018/６/1

18 町環推第 148 号

公文書不存在決定通知書について（第 13 号）

20

2018/６/1

18 町環推第 149 号

公文書不存在決定通知書について（第 14 号）

21

2018/６/1

18 町環推第 150 号

公文書不存在決定通知書について（第 15 号）

22

2018/６/４ 18 町環推第 158 号

公文書不存在決定通知書について（第 17 号）

23

2018/６/４ 18 町環推第 159 号

公文書不存在決定通知書について（第 18 号）

24

2018/６/４ 18 町環推第 160 号

公文書不存在決定通知書について（第 19 号）

25

2018/６/４ 18 町環推第 161 号

公文書不存在決定通知書について（第 20 号）

26

2018/６/４ 18 町環推第 162 号

公文書不存在決定通知書について（第 21 号）

27

2018/６/４ 18 町環推第 163 号

公文書不存在決定通知書について（第 22 号）

28

2018/６/４ 18 町環推第 164 号

公文書不存在決定通知書について（第 23 号）

29

2018/６/４ 18 町環推第 165 号

公文書不存在決定通知書について（第 24 号）

30

2018/６/４ 18 町環推第 166 号

公文書不存在決定通知書について（第 25 号）

31

2018/６/７ 18 町環推第 175 号

公文書不存在決定通知書について（第 27 号）

32

2018/６/８ 18 町環推第 179 号

公文書不存在決定通知書について（第 28 号）

33

2018/６/８ 18 町環推第 180 号

公文書不存在決定通知書について（第 29 号）
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34

2018/６/８ 18 町環推第 181 号

公文書不存在決定通知書について（第 30 号）

35

2018/６/14 18 町環推第 194 号

公文書不存在決定通知書について（第 31 号）

36

2018/６/14 18 町環推第 195 号

個人情報不存在決定通知書について（第 24 号）

37

2018/７/13 18 町環推第 266 号

個人情報不存在処分の取り消しについて(通知）
（18 町環推第 195 号の取り消し）

38

2018/７/13 18 町環推第 267 号

個人情報不存在決定通知書について（第 24 号）

39

2018/６/22 18 町環推第 222 号

個人情報開示等決定通知書について（第 25 号）

40

2018/６/14 18 町環推第 196 号

公文書不存在決定通知書について（第 32 号）

41

2018/６/21 18 町環推第 211 号

公文書不存在決定通知書について（第 34 号）

42

2018/６/21 18 町環推第 212 号

公文書不存在決定通知書について（第 35 号）

43

2018/６/21 18 町環推第 213 号

公文書不存在決定通知書について（第 36 号）

44

2018/６/21 18 町環推第 214 号

公文書不存在決定通知書について（第 37 号）

45

2018/６/21 18 町環推第 215 号

公文書不存在決定通知書について（第 38 号）

46

2018/６/27 18 町環推第 227 号

公文書不存在決定通知書について（第 39 号）

47

2018/７/３ 18 町環推第 240 号

公文書不存在決定通知書について（第 42 号）

48

2018/７/３ 18 町環推第 241 号

公文書不存在決定通知書について（第 43 号）

49

2018/７/13 18 町環推第 263 号

公文書不存在決定通知書について（第 46 号）

50

2018/７/13 19 町環推第 264 号

公文書不存在決定通知書について（第 47 号）

51

2018/７/13 20 町環推第 265 号

公文書不存在決定通知書について（第 48 号）

別紙４
件数 日付

文書番号

件名

１

2018/５/14

事務連絡

審査請求の送付及び弁明書の提出について

２

2018/６/22

18 町環推第 219 号

弁明書の提出について

３

2018/６/27

事務連絡

反論書の送付及び再弁明書の提出について（依頼）

2018-36 2018 年７月 18 日

開示請求 …………………………………………… （総務部法制課）
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■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のうち○○に関する情報（法制課保有のもの）
2018 年７月 30 日 非開示決定
・法律相談一覧表_2018
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、行
政法律相談の記録（相談日、相談元、回答日、回答元等内容以外のものを含む。）を開
示することによって、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。
2018-37 2018 年７月 18 日 開示請求 …………………………………………… （総務部法制課）
■法制課と広聴課で交わされた○○に関連する情報すべて（法制課保有のもの）
2018 年７月 30 日 不存在決定
理由：○○様に関する情報について、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、
該当する個人情報記録の作成・取得のいずれも行っていないため。
2018-38 2018 年７月 18 日 開示請求 …………………………………………… （総務部法制課）
■総務部法制課と環境資源部で交わされた、ごみ集積所と○○に関連する情報すべて（氏名、個人
を識別しうる市長への手紙の要望者なども含む、法制課保有のもの）
2018 年７月 30 日 非開示決定
・法律相談一覧表_2018
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、
行政法律相談の記録（相談日、相談元、回答日、回答元等内容以外のものを含む。
）を
開示することによって、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。
2018-39 2018 年７月 18 日 開示請求 …………………………………………… （総務部法制課）
■法制課と３Ｒ推進課で交わされた○○に関連する情報すべて（法制課保有のもの）
2018 年７月 30 日 非開示決定
・法律相談一覧表_2018
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、行
政法律相談の記録（相談日、相談元、回答日、回答元等内容以外のものを含む。）を開
示することによって、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。
2018-40 2018 年７月 18 日 開示請求 ………………………………… （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のうち○○に関する情報（３Ｒ推進課保有のもの）
2018 年８月１日 不存在決定
理由：法制課への相談は口頭で行っており、該当する個人情報記録の作成及び取得のいずれも
行っていないため。
2018-41 2018 年７月 18 日

開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
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■住民票の写し（2017 年４月１日～）
・戸籍証明書等交付申請書（2015 年１月１日～）、印鑑登録
証明書交付申請書（2016 年４月１日～）
2018 年７月 27 日 不存在決定
理由：①検索の結果、上記期間に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しません。
：②検索の結果、上記期間に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しません。
：③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
請求書は存在しません。
2018-42 2018 年７月 27 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■印鑑登録証明書交付申請書（2018 年６月１日～2018 年７月 27 日）
2018 年８月７日 開示決定
・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書 2018 年７月４日小山
市民センター受付分
2018-43 2018 年７月 30 日 開示請求 ……………………………………… （保健所保健予防課）
■私自身が電話で相談した記録
2018 年８月 10 日 部分開示決定
相談記録票
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
○個人の評価等に関する情報であって、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。
・2017 年５月２日のアセスメント欄
・2018 年３月７日の分析・判断欄
・2018 年４月６日の分析・判断欄
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○市の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当該事務又は
事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められ
るため。
・2017 年５月２日のアセスメント欄
・2018 年３月７日の分析・判断欄
・2018 年４月６日の分析・判断欄
2018-44 2018 年７月 30 日 開示請求 ………………………… （いきいき生活部高齢者福祉課）
■高齢者支援センターに相談した記録（もの忘れ相談の記録も含む）
2018 年８月８日 部分開示決定
・１.介護予防支援経過記録（サービス担当者会議の要点を含む）
・２.認知症高齢者等に関する総合生活相談事業 相談票（医師）
非開示の部分
請求の一部について応じない理由
NO
件名
内容
1

介護予防支援経過記録
（サービス担当者会議
の要点含む）

①２ページ右側の８行 ①町田市個人情報保護条例第 21 条第１
目～15 行目
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。
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②２ページ右側の 20 ②町田市個人情報保護条例第 21 条第１
行目～23 行目
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。
③３ページ左側の１行 ③町田市個人情報保護条例第 21 条第１
目～15 行目
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。
④３ページ左側の 16 ④町田市個人情報保護条例第 21 条第１
行目～20 行目
項第６号に該当
市の事務又は事業の運営に関する情報
であって、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。
⑤３ページ左側の 21
行目～23 行目、３ペー
ジ 右 側 の １ 行 目 ～ 23
行目
2

認知症高齢者等に関す
る総合生活相談事業
相談票（医師）

①医師記入欄

⑤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。
①町田市個人情報保護条例第 21 条第１
項第３号に該当
第三者に関する情報であって、開示をす
ることにより当該第三者の権利利益を
侵害するおそれがあるため。

2018-45 2018 年７月 31 日 開示請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■市民協働推進課にある○○に関連する情報すべて。
2018 年８月 10 日 部分開示決定
１ 2016 年度要望相談等受付簿
２ 2017 年度要望相談等受付簿
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権益を侵害する
おそれがあるため。
・請求者以外の町内会・自治会会員の氏名、性別、電話番号、備考欄記載事項（在宅状況）
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○町内会・自治会の方々から聞き取った内容及び聞き取り後の対応状況の記録であり、こ
れを開示することによって、町内会・自治会の方々が市に相談することを委縮させ、今
後の相談業務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。
・１のうち、項番 153－１の記録における「他機関への連絡」欄の一部
・１のうち、項番 153－２の記録における「対応内容」欄の一部
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・１及び２のうち、請求者以外の町内会・自治会会員との連絡の記録における「相談内容」
欄及び「対応内容」欄
・２のうち、項番 21－13 の記録における「他機関への連絡」欄
・２のうち、項番 21－14 の記録における「相談内容」欄の一部
※2018 年８月 23 日 審査請求
2018-46 2018 年７月 31 日 開示請求 ……………………………………… （道路部道路管理課）
■道路管理課にある○○に関連する情報すべて。
2018 年８月 14 日 開示決定
・要望対応票 17-1656
2018 年８月 14 日 部分開示決定
・１ 要望対応票 16－1881
・２ 要望対応票 17－7997
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
・１のうち、経過２・経過３・経過７における相手方（○○○自治会役員）の氏名、役職、
住所（添付の住宅地図を含む）、電話番号
・２のうち、表紙・経過２・経過３における相手方（○○○自治会役員）の氏名､電話番
号
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○市の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当該事務又は事
業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた
め
・１のうち、経過３・経過７における相手方との会話内容
・２のうち、表紙・経過３における相手方との会話内容
※2018 年８月 23 日 審査請求
2018-47 2018 年８月１日 開示請求 ……………………………………（環境資源部３Ｒ推進課）
■３Ｒ推進課元所属△△に○○が提供または△△が収集した○○に関連する情報すべて。（○○の
市に提供したごみ集積所○○町○-○○○の使用状況を撮影したデジタル画像を含む）
2018 年８月 15 日 開示決定
・○○様より写真提供(17 枚）
2018-48 2018 年８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（2017 年４月１日～2018 年８月２日）
2018 年８月 10 日 不存在決定
理由：検索の結果、上記期間に住民票の写し・戸籍証明書等を交付した事実はありません。よっ
て住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書は存在いたしません。
2018-49 2018 年８月６日 開示請求 …………………………………………（道路部道路管理課）
■道路管理課 要望対応表 18-2121（管理番号）
個人宅の公道上に違法に設置されている防犯カメラを黙認している理由。
2018 年８月 20 日 部分開示決定
・要望対応票 18-2121
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。
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・表紙・経過２・経過３・経過４のうち、相手方（要望対象住居の居住者）の氏名、住所
（添付の住宅地図、写真を含む）、相手方との会話内容
※2018 年８月 27 日 審査請求
2018-50 2018 年８月 16 日 開示請求 ……………………… （市民部なるせ駅前市民センター）
■転出届（含 委任状）○○○○、△△△△２名 2017 年 12 月頃
2018 年８月 28 日 開示決定
□□□□外２名の住民異動届（◎◎◎◎、□□□□の委任状を含む）
2018-51 2018 年８月 21 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■印鑑登録原本（副本）
2018 年８月 23 日 開示決定
住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○ 印鑑登録原票（副本）
2018-52 2018 年８月 22 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（2018 年１月から今日まで）
2018 年８月 30 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書 2018 年２月６日
受付分
2018 年８月 30 日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書 2018 年７月６日
木曽山崎連絡所受付分
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恐れが
あるため。
・申請者（窓口に来た方）欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・請求者とのご関係、使
う方（請求者）の住所・氏名・請求者の資格、使いみち、金銭借用証書の貸主の氏名
2018 年８月 30 日 不存在決定
理由：検索の結果、上記期間に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。
2018-53 2018 年８月 27 日 訂正請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■2018 年８月 10 日付 18 町市協第 72 号の２、個人情報記録の件名２、2017 年度要望相談受付簿項
21 枝９相談内容欄１-３行目。
『△△さんから提案のあった「自治会の皆さんと直接お話しする
場のセッティング」をお願いしたい。
』を『○○さんの要望する「ごみ集積所の利用者の方々と
の話合いの場のセッティング」を調整しましょう。』に訂正
2018 年９月 11 日 訂正決定
・2017 年度要望相談等受付簿
項 21 枝９相談内容の１～３行目『△△さんから提案のあった「自治会の皆さんと直接お話し
する場のセッティング」をお願いしたい。
』を『○○さんの要望する「ごみ集積所の利用者の
方々との話合いの場のセッティング」を調整しましょう。』に訂正
2018-54 2018 年８月 27 日 訂正請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■2018 年８月 10 日付 18 町市協第 72 号の２、個人情報記録の件名２、2017 年度要望相談受付簿項
21 枝９相談内容欄５行目。
「○○町内会の会長・副会長」を「○○町内会の会長だけでなく、副
会長などの会長以外の○○町内会の役員には必ず声をかけてもらいたい。」に訂正
2018 年９月 11 日 訂正決定
・2017 年度要望相談等受付簿
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項 21 枝９相談内容の５行目「○○町内会の会長・副会長」を「○○町内会の会長だけでなく、
副会長などの会長以外の○○町内会の役員には必ず声をかけてもらいたい。」に訂正

2018-55 2018 年８月 27 日 訂正請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■2018 年８月 10 日付 18 町市協第 72 号の２、個人情報記録の件名２、2017 年度要望相談受付簿項
21 枝 14 相談内容欄 12 行目。
「○○氏は俺はでないと言ってきた」を「○○氏は○○町内会の会
長以外の副会長などの役員や○○町内会のゴミの集積場の利用者が出席するかどうかわからな
い話し合いの場にはでないと言った。
」に訂正
2018 年９月 11 日 訂正決定
・2017 年度要望相談等受付簿
項 21 枝 14 相談内容の 12 行目「俺はでないと言ってきた」を「○○町内会の会長以外の副会
長などの役員や○○町内会のゴミの集積場の利用者が出席するかどうかわからない話し合い
の場にはでないと言った。
」に訂正
2018-56 2018 年８月 27 日 訂正請求 ……………………………………… （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６
の４-５行目。
「道路の通行・側溝の機能上におおむね支障がないので、強い指導は考えていない」
を「道路の通行・側溝の機能上におおむね支障がないとしたが、
（2018 年８月日付個人情報開示
等請求書にて、道路の建築限界につき指摘を受け、道路法第 30 条、道路構造令第 12 条に照らし
通行に支障があることは明らかであり、道路法 43 条に違反している。）にもかかわらず、強い指
導は考えていない」に訂正。
2018 年９月 14 日 非訂正決定
・要望対応票 16-1881
理由：請求内容に係る記載は、道路等の状況に関する市の判断を記録した部分であり、請求者に
ついて言及したものではないため。
※2018 年 10 月 11 日 審査請求
2018-57 2018 年８月 27 日 訂正請求 ……………………………………… （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。
「側溝上部内におさまり通行に支障ないため様子を見る事とした。」を「側溝上部
内におさまり通行に支障ないとしたが（2018 年８月日付個人情報開示等請求書にて、道路の建
築限界につき指摘を受け、道路法第 30 条、道路構造令第 12 条に照らし通行に支障がある事
は明らかであり、道路法 43 条に違反している。）にもかかわらず、様子を見ることとした。」
に訂正。
2018 年９月 14 日 非訂正決定
・要望対応票 16-1881
理由：請求内容に係る記載は、道路等の状況に関する市の判断を記録した部分であり、請求者に
ついて言及したものではないため。
※2018 年 10 月 11 日 審査請求
2018-58 2018 年８月 27 日 訂正請求 ……………………………………… （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６
の１-２行目。
「自治会の行為（せり出し等）がしつこい、との事。」を「自治会の行為（ちり取
りの道路側への越境保管等）がしつこい、との事。」に訂正。
2018 年９月 14 日 訂正決定
・要望対応票 16-1881
経過６の１・２行目「自治会の行為（せり出し等）がしつこい、との事。
」を「自治会の行為
（ちり取りの道路側への越境保管等）がしつこい、との事。
」に訂正。
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2018-59 2018 年８月 29 日 開示請求 ………………………………… （地域福祉部生活援護課）
■生活保護の情報全て開示（2011 年４月以降）
2018 年９月３日 決定延期
理由：対象文書の精査・検討に時間を要するため。
2018 年 10 月 26 日 部分開示決定
・生活保護台帳
NO
件名
非開示の部分
請求の一部について応じない理由
１ 保護決定起案
８.調査担当員の 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
所見
２号に該当
６行目後段から
個人の評価等に関する情報であり、開
７行目
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 援助方針
（援助方針適用日：平成
28 年４月１日）

現状・問題点の６ 町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第
点目
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。

３ 援助方針
（援助方針適用日：平成
29 年４月１日）

現状・問題点の４ 町田市個人情報保護条例第 21 条第 1 項第
点目
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 援助方針
（援助方針適用日：平成
30 年４月１日）

現状・問題点の４ 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
点目
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

日付
2011/10/
３「主から電話」
から数えて、18 行
目後段から 19 行
目

ケース記録票
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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

日付 H27.５.27 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
内 容 の ① ５ 行 目 ２号に該当
後段②７行目後
個人の評価等に関する情報であり、開
段③14 行目後段
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

日 付 H28.12. ７ 町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
内 容 の ３ 行 目 後 ２号に該当
段
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

①法人の印影
①町田市個人情報保護条例第 21 条第１項
② 第 三 者 の 個 人 第４号に該当
情報
法人が事業で使用している印鑑の印影
であり、当該事業に関する情報であって、
開示をすることにより、偽造等による不
正使用の恐れがあることから、当該法人
の競争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。

9

生活保護法第 29 条に基づ
く
預貯金等の有無について
（回答）

文書照会に対する回答書

法人の印影

10 預貯金等の調査について
（回答）

法人の印影
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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権利利益を侵
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
４号に該当
法人が事業で使用している印鑑の印影
であり、当該事業に関する情報であって、
開示をすることにより、偽造等による不
正使用の恐れがあることから、当該法人
の競争又は事業運営上の地位その他社会
的な地位が著しく損なわれると認められ
るため。
町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
４号に該当
法人が事業で使用している印鑑の印影
であり、当該事業に関する情報であって、
開示をすることにより、偽造等による不
正使用の恐れがあることから、当該法人
の競争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。

第２章 個人情報開示等請求の状況

11 回答書

12 要否意見書
（給付（見積書含む）
）

法人の印影

2014.３.18 受理
法人の印影

町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
４号に該当
法人が事業で使用している印鑑の印影
であり、当該事業に関する情報であって、
開示をすることにより、偽造等による不
正使用の恐れがあることから、当該法人
の競争又は事業運営上の地位その他社会
的な地位が著しく損なわれると認められ
るため。
町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第
４号に該当
法人が事業で使用している印鑑の印影
であり、当該事業に関する情報であって、
開示をすることにより、偽造等による不
正使用の恐れがあることから、当該法人
の競争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。

2018-60 2018 年８月 30 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■相談記録、病院でのカンファレンスの内容や取り決まり、課長（上司の指示、指導）、娘、本人
に対しての対応、状況記入、親子の病状に対しての状況（入院）
2018 年９月７日 開示決定
忠生地域障がい者支援センター
・○○○○氏・○○○○氏「ケース記録」（2016 年６月 24 日以降のもの）
2018-61 2018 年９月 12 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■住民票の写し等交付請求書（2018 年１月１日～2018 年９月 11 日まで）
2018 年９月 25 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 2018 年１月 10 日鶴川市民センター受付分
②住民票の写し等交付請求書 2018 年２月８日鶴川市民センター受付分
③住民票の写し等交付請求書 2018 年７月５日市民課受付分
2018-62 2018 年９月 12 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■住民票の写し等交付請求書（2018 年１月１日～2018 年９月 11 日まで）
2018 年９月 25 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 2018 年１月 10 日鶴川市民センター受付分
②住民票の写し等交付請求書 2018 年２月８日鶴川市民センター受付分
③住民票の写し等交付請求書 2018 年７月５日市民課受付分
2018-63 2018 年９月 14 日 開示請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■市民協働推進課にある○○に関連する情報すべて（○○○自治会集会所についての○○の問い合
わせ、市長への手紙や情報公開請求、個人情報開示等請求に関してもすべて含む）
2018 年９月 26 日 開示決定
・市政要望への対応について（依頼）No.104
・市政要望への対応＿第 104 号（報告）
・市政要望の送付について（通知）No.104-２(2015 年６月 11 日起案)
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・市政要望の送付について（通知）No.104-２(2015 年６月 15 日起案)
・市政要望への対応＿第 104-２号（報告）
・市政要望への対応について（依頼）No.104-４
・市政要望への対応＿第 104-４号（報告）
・市政要望への対応について（依頼）No.186-３
・個人情報開示等請求書の収受について（2018 年７月 31 日起案）
・個人情報部分開示等決定通知書について（2018 年７月 31 日受付分）
・個人情報開示等請求書の収受について（18 町市協第 203 号）
・個人情報開示等決定通知書について（18 町市協第 203 号の２）
・個人情報開示等請求書の収受について（18 町市協第 204 号）
・個人情報開示等決定通知書について（18 町市協第 204 号の２）
・個人情報開示等請求書の収受について（18 町市協第 205 号）
・個人情報開示等決定通知書について（18 町市協第 205 号の２）
・2016 年度要望相談等受付簿
・2017 年度要望相談等受付簿
2018-64 2018 年９月 19 日 訂正請求 …………………………………… （道路部部道路管理課）
■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、要望内容
「公園の東側に目隠しで植えられたカイヅカイブキは、敷地内の枝を打ち払い、道路に越境させて、
長年法令に違反して管理されている。その上、他に保管余地があるにもかかわらず越境した生垣
の中にちり取りを放り込んで保管しており、法令違反は悪質。敷地内に溝をほって、公園西側か
ら道路に雨水とともに浸食した土砂が流出するようにすることで、むやみに道路を汚して法令違
反をしている。と通報。
」に訂正
2018 年 10 月 10 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 18 日 審査請求
2018-65 2018 年９月 19 日 訂正請求 …………………………………… （道路部部道路管理課）
■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１、
６行目
「構造だった。雨が降ればむやみに道路を汚すことになるため埋めた。雨で土砂が浸食しないよう
に南側公園のように芝を張るなどするのが望ましいが、田んぼの畔のように雑草の根を残して刈
るだけでもいいのではないかと提案した。」に訂正
2018 年 10 月 10 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 18 日 審査請求
2018-66 2018 年９月 19 日 訂正請求 …………………………………… （道路部部道路管理課）
■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２、
１行目
「・・・数度来庁し、法令違反に対して指導してほしい。」に訂正
2018 年 10 月 10 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 18 日 審査請求
2018-67 2018 年９月 19 日 訂正請求 …………………………………… （道路部部道路管理課）
■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４、
１行目
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「・・・来庁。管理課として○○○自治会の法令違反と認識しているのかについて確認を求めた。」
に訂正
2018 年 10 月 10 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 18 日 審査請求
2018-68 2018 年９月 19 日 訂正請求 …………………………………… （道路部部道路管理課）
■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６、
２行目
「・・・しつこい、法令違反行為を繰り返しており極めて悪質である。また６月の○○担当課長
の発言について、○○○自治会の管理行為を法令違反と認めているのかどうかの回答を求めた。」
に訂正
2018 年 10 月 10 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 18 日 審査請求
2018-69 2018 年９月 19 日 訂正請求 …………………………………… （道路部部道路管理課）
■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 17-7997、経過２、
３行目
「・・・電話（○○）
。市にむやみに道路を汚したり道路に越境させた生垣の中にちり取りを保
管する等、○○○自治会の法令違反を繰り返し指摘し指導を要望しても強く指導しないために、
○○○自治会は対応しないというより、むしろ土を掘り返し水路を拡大していっそう土砂の侵食
と流出をしやすくして、雨が降れば、今回のように以前にも増してむやみに道路を汚すことの繰
り返しになっているのだから、また法令上道路は市の管理下にあるのだから、可能なら市で清掃
してほしい。
」に訂正
2018 年 10 月 10 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 18 日 審査請求
2018-70 2018 年９月 28 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■2017 年６月からの○○ケアセンターの明細情報、実績記録表
2018 年 10 月 11 日 開示決定
・明細書（介護給付費等）
・国保連下り重度訪問介護サービス提供実績記録表（平成 29 年６月以降提供分）
2018-71 2018 年 10 月１日 開示請求 …………………………… （いきいき生活部介護保険課）
■過去２年間以内に施設、看護サービス等から、母の骨折に関する報告がされている報告書等の書
面
2018 年 10 月９日 部分開示決定
・事故報告書（報告年月日 2018 年６月 14 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。
・記載者名、印欄の氏名・印影
2018-72 2018 年 10 月４日 訂正請求 …………………………………（市民部市民協働推進課）
■2018 年８月 10 日付 18 町市協第 72 号の２、個人情報記録の件名２、2017 年度要望相談受付簿項
21 枝９対応内容欄 14 行目
「了承」を、
「断る。話し合いの場で自ら要望者であることを名乗る。」に訂正
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2018 年 10 月 18 日 非訂正決定
理由：市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 10 月 25 日 審査請求
2018-73 2018 年 10 月 23 日 開示請求 ………………（子ども生活部子ども家庭支援センター）
■今までの相談記録
2018 年 11 月６日 決定延期
理由：開示資料の精査に時間を要するため。
2018 年 11 月 16 日 部分開示決定
１ 虐待通告受付票（2015 年８月 27 日）に基づく、子ども家庭支援センター指導・経過記録
２ 虐待通告受付票（2016 年７月 26 日）に基づく、子ども家庭支援センター指導・経過記録
３ 虐待通告受付票（2017 年 12 月 18 日）に基づく、子ども家庭支援センター指導・経過記録
理由：①町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当
○第三者に関する情報で、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
があると認められるため。
：②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、又は公正かつ適切な実施を著しく困難にすると認められるため。
１：虐待通告受付票（2015 年８月 27 日）に基づく、子ども家庭支援センター指導・経過記録

番号
１
２
３
４
５
６
７
８

開示しない部分
2015 年８月 27 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2015 年８月 28 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2015 年 10 月８日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2015 年 10 月 16 日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

非開示理由
①②
②
①②
①

2015 年 10 月 21 日の指導・経過記録票のうち、児童、保護者及び関係機 ①②
関との連絡事項に関する記載
2015 年 10 月 29 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関 ①
する記載
2016 年２月 22 日の指導・経過記録票のうち、内部会議に関する記載
②

９

2016 年６月６日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関す ①②
る記載
2016 年６月 13 日の指導・経過記録票のうち、内部会議に関する記載
②

10

2016 年６月 30 日の指導・経過記録票のうち、内部会議に関する記載

①②

11

2016 年７月 19 日の指導・経過記録票のうち、内部会議に関する記載

①②

２：虐待通告受付票（2016 年７月 26 日）に基づく、子ども家庭支援センター指導・経過記録
番号
１

開示しない部分
2016 年７月 27 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関
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する記載
２
３
４

2016 年７月 27 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2016 年７月 28 日の指導・経過記録票のうち、児童に関する記載

①②
①②

５

2016 年８月１日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に関 ①②
する記載
2016 年９月５日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載
①

６

2016 年 11 月７日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

７
８

2016 年 11 月 16 日の指導・経過記録票のうち、児童、保護者に関する記 ①
載
2016 年 11 月 28 日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載
①

９

2016 年 11 月 29 日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

①

10

2016 年 12 月２日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

①

12

2017 年３月１日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関す
る記載
2017 年３月 14 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関
する記載
2017 年３月 16 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2017 年４月３日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

①

2017 年４月 10 日の指導・経過記録票のうち、児童及び保護者に関する
記載
2017 年４月 24 日の指導・経過記録票のうち、児童及び関係機関との連
絡事項に関する記載
2017 年６月 20 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2017 年７月 13 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関
する記載
2017 年９月 22 日の指導・経過記録票のうち、児童、保護者及び関係機
関との連絡事項に関する記載

①

13
14
15
16
17
18
19
20

①

①
②
②

①②
②
①
①②

３：虐待通告受付票（2017 年 12 月 18 日）に基づく、子ども家庭支援センター指導・経過記
録
番号
１
２
３
４

開示しない部分
2017 年 12 月 18 日の虐待通告受付票のうち、関係機関との連絡事項に関
する記載
2017 年 12 月 19 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年２月７日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に関
する記載
2018 年３月 16 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関
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する記載
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2018 年３月 20 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年３月 30 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関
する記載
2018 年４月 12 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年５月 18 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年７月５日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に関
する記載
2018 年７月９日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

②

2018 年７月 13 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年７月 20 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年７月 25 日の指導・経過記録票のうち、保護者との連絡事項に関
する記載
2018 年８月９日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載

②

①
②
①②
①②
①

①②
①②
①②

2018 年９月４日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に関 ①②
する記載
2018 年９月 14 日の指導・経過記録票のうち、保護者に関する記載
①
2018 年９月 19 日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年 10 月３日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載
2018 年 10 月４日の指導・経過記録票のうち、関係機関との連絡事項に
関する記載

②
①②
①②

2018-74 2018 年 10 月 26 日 開示請求 ………………………………………（政策経営部広聴課）
■広聴課の協力した宅建協会合同相談会 2017 年 10 月１日ぽっぽ町田記載記録・内容（出窓の雨漏
りでの相談）
2018 年 11 月７日 部分開示決定
・2017 年 10 月１日開催 合同無料相談会の相談票
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。
・相談員氏名
：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、
「合同無料相談会」の実施の目的を失わせ、又は、公正かつ
適切な実施を著しく困難にすると認められるため。
・相談員氏名
2018-75 2018 年 11 月５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（2017 年８月５日～2018 年 11 月５日まで）
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2018 年 11 月 15 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の
①2017 年９月 21 日付捜査関係事項照会書 2017 年９月 22 日市民課受付分
②2017 年 10 月 24 日付捜査関係事項照会書 2017 年 10 月 26 日市民課受付分
③2018 年８月８日付捜査関係事項照会書 2018 年８月 10 日市民課受付分
2018 年 11 月 15 日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の
①2017 年８月２日付住民票等の請求書 2017 年８月 14 日市民課受付分
②2017 年９月２日付住民票申請書 2017 年９月 19 日市民課受付分
③2017 年 11 月 24 日付住民票等の請求書 2017 年 11 月 30 日市民課受付分
④2018 年２月８日付住民票等の請求書 2018 年２月 15 日市民課受付分
理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第３号に該当
○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、担当者の氏名、担当者の本人確認書類
・②の文書のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類、担当者個人の印影、他の申請
対象者の氏名
・③の文書のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類
・④の文書のうち、担当者の氏名、担当者の本人確認書類
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当
○印影部分を開示し、情報が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐
れがあり、法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。
・①の文書のうち、法人の印影
・③の文書のうち、法人の印影
・④の文書のうち、法人の印影
2018-76（１） 2018 年 11 月８日 訂正請求 ……………………………… （政策経営部広聴課）
■2018 年 11 月７日付 18 町政聴第 42 号『タイトル「合同相談会」は「アーバンネットと町田市と
の合同相談会」
』
『４行目「解決に向けた専門的～あくまでも助言」、について、
「相談員が町田市
の責任において適正なアドバイスをして責任を明確にして解決に導くものとする」』に訂正。
2018 年 11 月 27 日 非訂正決定
理由：１ 表題については、メールフォームによる問い合わせの際に請求者が記載した件名をそ
のまま引用したものであるため。
２ 本文の内容は市の事業についての説明であり、請求者について言及したものではない
ため。
※2018 年 12 月４日 審査請求
2018-76（２） 2018 年 11 月８日 利用等中止請求 ……………………… （政策経営部広聴課）
■2018 年 11 月７日付 18 町政聴第 42 号
2018 年 11 月 27 日 非利用等中止決定
理由：請求に係る個人情報記録は、町田市個人情報保護条例の規定に反した目的外利用又は外部
提供のいずれも行っておらず、また行う予定もないため。
2018-77 2018 年 11 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（2016 年１月１日～2018 年 11 月 14 日）
2018 年 11 月 21 日 開示決定
・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の
①印鑑登録証明書交付申請書 2016 年６月 30 日受付分
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②印鑑登録証明書交付申請書
③印鑑登録証明書交付申請書
④印鑑登録証明書交付申請書
⑤印鑑登録証明書交付申請書

2017 年１月 30 日受付分
2017 年７月４日受付分
2018 年 11 月 12 日受付分
2018 年 11 月 14 日受付分

2018-78 2018 年 11 月 16 日 開示請求 ……………………………………………（市民部市民課）
■婚姻届けの取り下げについて
2018 年 11 月 26 日 部分開示決定
・「婚姻届の取下げについて」起案書
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恐
れがあるため
・取下書のうち、取下者の印影（拇印）及び電話番号
・取下者の本人確認書類の写し
・受領書のうち、受領者の印影（拇印）
2018-79 2018 年 11 月 27 日 訂正請求 ………………………………………（政策経営部広聴課）
■2018 年 11 月 22 日付 18 町政聴第 44 号「共催の件」について
５行目行政書士は以降「訴訟については相談していない。宅建協会が相談を受けたので宅建協会
に連絡をしなさいとのアドバイス主張であった共催でもあるので市が責任をもって対応解決す
る。」に訂正
2018 年 12 月 17 日 非訂正決定
理由：請求内容に係る記載は、請求者の相談に対する行政書士の助言の概要であるが、当該助言
の内容に関する市の記録に誤りがあると確認しうる他の客観的記録が存在しないため。
※2018 年 12 月 20 日 審査請求
2018-80 2018 年 12 月５日 開示請求 ……………………………………… （学校教育部指導課）
■私が○○中学校に通っていた時にいじめにあったことについて学校から教育委員会へされた報
告内容がわかる文書
2018 年 12 月 18 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。
2018 年 12 月 26 日 開示決定
・2018 年４月２日 ３年生徒の転校について（具申）
・2018 年 11 月９日 ○○中学校長から提出を受けた資料
2018 年 12 月 26 日 部分開示決定
・○○中学校新３年生○○○○さんの指定校変更案件
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。
・31 行目、前段
2018-81 2018 年 12 月 12 日 開示請求 ………………………………（地域福祉部障がい福祉課）
■障害支援区分認定調査における概況調査票及び医師意見書（最新のもの）
2018 年 12 月 12 日 開示決定
・障害支援区分認定調査における概況調査表及び医師意見書（最新のもの）
2018-82 2018 年 12 月 17 日 開示請求 ……………………………………………（市民部市民課）
■住民票の写し等交付請求書（2018 年 10 月１日～2018 年 11 月 30 日まで）
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2018 年 12 月 21 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の
住民票の写し交付請求書 2018 年 11 月５日市民課受付分
住民票の写し交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 2018 年 11 月 22 日市民課受付分
2018-83 2019 年１月４日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■印鑑登録証明書交付申請書（2015 年４月１日～2019 年１月４日）
2019 年１月 17 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。
2018-84 2019 年１月４日 開示請求 …………………………………………… （財務部納税課）
■2018 年７月 11 日に実施した不動産（土地・建物）鑑定を含む滞納処分費用の内訳が分かる文書
2019 年１月 18 日 部分開示決定
・滞納処分費の決定について
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
○不動産鑑定の実施者を開示することによって、鑑定内容を巡る問合わせや抗議等を当該
実施者に対し直接行うことが可能となり、委託先の確保に支障をきたすことが予見され
ることから、市の滞納整理事務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。
・不動産鑑定実施法人の住所及び名称
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４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、開示し、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、印影を開示すると法人
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
2018-85 2019 年１月４日 開示請求 …………………………………………… （財務部納税課）
■2018 年７月 11 日実施した不動産（土地・建物）鑑定の鑑定資料
2019 年１月 18 日 決定延期
理由：開示をすることによる市及び東京都の公売事務への影響の有無について、精査を行うべき
項目が多く、時間を要するため。
2019 年３月５日 部分開示決定
・不動産鑑定評価書（町田市○○町○○○○番地に所在する土地・建物に関するもの）
理由：①町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○不動産鑑定の実施者を開示することによって、鑑定内容を巡る問合わせや抗議等を当該
実施者に対し直接行うことが可能となり、委託先の確保に支障をきたすことが予見され
ることから、市の滞納整理事務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。
：②町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４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、開示し、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、印影を開示すると法人
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町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第５号に該当
○町田市では、東京都と合同で不動産公売をしており、不動産公売における適正価格の意
思決定が未了であるため、不動産鑑定評価額及びこれを類推させる情報を開示すること
により公正かつ適切な意思決定に著しい支障が生じると認められるため。
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番号

ページ

１

表紙、１

開示しない部分
不動産鑑定実施法人の住所、電話番号、ＦＡＸ番号及び
名称

非開示の理由
①

２

１、裏表紙 不動産鑑定実施法人の印影

②

３

１、15、16 不動産鑑定評価額

③

「建物の状況」欄の増加要因、減価要因

③

10

「敷地・環境との関係」欄の３行目後段から６行目まで

③

６

11

土地の標準価格の試算価格、査定額

③

７

12

土地の標準価格、格差修正率、比準価格及びこれらに基
づく土地価格

③

８

13

建物の想定建築単価及びこれに基づく再調達原価
建物の耐用年数に基づく現価率（計算式を含む）

③

４

９～10

５

９

14

10

15

11

17

12

別表①
別表②

13

別表③

建物の観察減価に基づく現価率、耐用年数に基づく現価
率、価格構成比
建物の積算価格の査定額（計算式を含む）
土地価格、建物価格、市場性等減価率
共有不動産の持ち分のみを売却した場合の減額率（減価
率）
（注１）時点修正率

③
③
③
③

「
（２）総収益算出内訳」欄のうち、月額支払賃料、保証
金等、権利金等、年額支払賃料、空室等による損失相当
額、権利金等の運用益及び償却額、総収益
「
（４）総費用算出内訳」欄のうち、項目名を除くすべて
「
（５）基本利率等」欄のうち、項目名を除くすべて
「
（６）建物等に帰属する純収益」欄のうち、項目名を除
くすべて
「
（７）土地に帰属する純収益」欄のうち、項目名を除く
すべて
「
（８）土地の収益価格」欄のすべて

③

※2019 年４月 12 日 審査請求
2018-86 2019 年１月 10 日 開示請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■2017 年８月 10 日の３Ｒ、市民協働推進、道路管理課との話し合いの録音記録
2019 年１月 23 日 不存在決定
理由：「2017 年度要望相談等受付簿」の項 21 枝 17 に記録後、録音データを削除したため。
2018-87 2019 年１月 16 日 開示請求 ……………………………… （市民部小山市民センター）
■住民票の写し等交付請求書（2017 年４月１日～2019 年１月 16 日まで）
2019 年１月 28 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 2018 年２月１日受付分
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住民票の写し等交付請求書

2018 年３月 13 日受付分

2018-88 2019 年１月 16 日 開示請求 ……………………………… （市民部小山市民センター）
■住民票の写し等交付請求書（2017 年４月１日～2019 年１月 16 日まで）
2019 年１月 28 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 2018 年６月６日受付分
2019 年１月 29 日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の
住民票の写し等交付請求書 2018 年２月１日受付分
住民票の写し等交付請求書 2018 年３月 13 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
があると認められるため。
・申請者（窓口にきた方）欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・請求者とのご関係・使
う方（請求者）の住所・氏名・請求者の資格・使いみち
2018-89 2019 年１月 21 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■住民票の写し等交付請求書、戸籍証明書等交付請求書（2018 年 11 月５日～2019 年１月 21 日）
2019 年１月 31 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の
・2018 年 11 月 13 日付放置違反金関係事項照会書 2018 年 11 月 16 日受付分
・戸籍証明書等交付請求書 2019 年１月 21 日受付分
2019 年１月 31 日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し等交付請求書 2018 年 11 月
16 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。
・申請者（窓口にきた方）欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・請求者とのご関係
・
「①住民票の写し等」欄の必要な方の氏名（生年月日）、使う方（請求者）の住所・氏名・
使いみち
・添付書類
2018-90 2019 年１月 21 日 開示請求 ………………………………… （財務部市有財産活用課）
■町田市○○町○○○○番地の土地・建物に関する不動産鑑定代金の算出根拠の分かる文書
2019 年２月４日 部分開示決定
・不動産の鑑定評価の委託について（回答）
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
○不動産鑑定の実施者を開示することによって、鑑定内容を巡る問合わせや抗議等を当該
実施者に対し直接行うことが可能となり、委託先の確保に支障をきたすことが予見され
ることから、市の鑑定委託事務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。
・不動産鑑定実施法人の住所、電話番号、ＦＡＸ番号及び名称
2018-91 2019 年１月 23 日 開示請求 ……………………………… （地域福祉部障がい福祉課）
■障害支援区分の書類すべて、調査員による認定調査の記録
2019 年２月４日 開示決定
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・概況調査表①、概況調査表②、認定調査表（特記事項）
（2014 年４月 21 日、2017 年３月７日
申請分）
2018-92 2019 年２月 12 日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■戸籍証明書等交付請求書（2018 年１月１日～2019 年２月 12 日まで）
2019 年２月 25 日 部分開示決定
・本籍地 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍謄本・抄本等交付請求書 2019 年１
月 28 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。
・戸籍謄本・抄本等交付請求書について、請求者の住所、氏名、フリガナ、生年月日、電
話番号、印影および使いみちと提出先欄の個人名
・委任状について、代理人（請求者）の住所、氏名、委任事項、委任者の住所、氏名およ
び印影
・利害関係を証する事情について、委任者の氏名および事情の詳細
・請求者の本人確認書類
・疎明資料として提出された戸籍証明書の写しについて、証明事項全て
・死亡届の写しについて、記載事項全て
・葬儀代請求書について、死亡者氏名、会社の名称、住所、電話番号、担当者名、銀行口
座名および請求の内訳
・葬儀持参品説明書類について、死亡者氏および説明内容の詳細
・葬儀代領収書について、死亡者氏、会社の名称、住所および電話番号
2018-93 2019 年２月 14 日 開示請求 ………………………………… （市民部市民協働推進課）
■男女平等推進センター、消費生活センター、各部内セミナー受講記録（二次利用及び外部への委
託があれば、その旨も）
2019 年２月 28 日 開示決定
・男女平等推進センター分
・ 2017 年 12 月７日「家族でする“いのち”の話～今どき思春期のレンアイ事情～」
・ 2017 年 12 月９日「地域の子ども達を見守りたい！女性の貧困から子ども達の貧困を考え
る」
・ 2018 年２月３日開催「依存症ってなあに？」
・ 2018 年２月３日開催「
「タブレット」をシニアライフに活かそう」
・ 2018 年２月４日開催「あなたらしく生きるための大人の絵本セラピー」
・ 2018 年２月４日開催「Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ～冬物語～「家族の崩壊と再生」」
・ 2018 年 11 月 10 日開催「男女平等推進センター登録団体企画「虎居まさ衛さんをお迎えし
て トランスジェンダーありのままに生きる」」
・ 2019 年２月３日開催「本当に女性の輝ける社会になる？～働き方改革関連法を学ぶ～」
・ 2019 年２月３日開催「世界で広がる「＃ＭｅＴｏｏ」を日本でも広げるために」
・消費生活センター分
・ 2017 年 12 月４日開催「基礎から学ぶ家計簿のつけ方～続けてわかる我が家の食費～」
・ 2018 年２月 24 日開催「マイクロプラスチックは巡る～家庭から海へ、そして食卓へ～」
・ 2018 年６月 10 日開催「財布なしで買い物できる時代～キャッシュレス時代に潜む危ない
話」
・ 2018 年 12 月６日開催「世界の食と農を見つめてみよう～シルクロードの食と農～」
・ 2019 年２月 14 日開催「麹（こうじ）の働きとその活用～旨みを醸し出す不思議な料理力
～」
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2018-94 2019 年２月 14 日 開示請求 ………………………… （生涯学習部生涯学習センター）
■生涯学習センター、各部内セミナー受講記録（二次利用及び外部への委託があれば、その旨も）
2019 年２月 27 日 開示決定
・2017 年度
・昭和薬科大学共催講座「患者中心の医療に向けて」受付名簿
・ひきこもるこころを理解する 公開講座 センター受付
・2018 年度
・環境学公開講座「流域で豪雨・水土砂災害を考える」まちだ市民大学ＨＡＴＳ
・2018 前期 まちだ市民国際学 激変する世界 アメリカの覇権弱体後を読み解く
・まちチャレ ひきこもる心を理解する講座―それぞれの生き方―
・エネルギーと私たちのくらし 2018 年度和光大学・生涯学習センター共催講座
・「もっと知りたい！子どもの発達障がいのこと」連続講座 受付名簿
・本気でつくる町田の縄文土器と野焼き体験 参加者出欠表
2018-95 2019 年３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（2018 年 11 月１日～2019 年２月 28 日まで）
2019 年３月 11 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 2018 年 12 月 21 日受付分
住民票の写し等交付請求書 2018 年 12 月 26 日受付分
住民票の写し等交付請求書 2019 年１月 28 日受付分
2018-96 2019 年３月８日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■住民票の写し等交付請求書（2018 年１月１日～2019 年３月８日まで）
2019 年３月 22 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、前住所 町田市△△町△△△△番地、氏名○○○○の
①住民票の写し等交付請求書 2018 年４月 16 日受付分
②2018 年４月 18 日付 「住民票の写し等職務上請求書」 2018 年４月 20 日受付分
③住民票の写し等交付請求書及び住民票の写し等の交付請求書 2018 年５月 25 日受付分
④2018 年６月 19 日付 「住民票の写し（住民票記載事項証明書〕の請求について」 2018 年
６月 21 日受付分
⑤住民票の写し等交付請求書 2018 年６月 22 日鶴川市民センター受付分
⑥2018 年 10 月 19 日付「住民票の写し等の交付請求書」 2018 年 10 月 25 日受付分
分
⑦2018 年 11 月 28 日付「住民票の写し〔住民票記載事項証明書〕の請求について」 2018 年
11 月 30 日受付分
2019 年３月 22 日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、前住所 町田市△△町△△△△番地、氏名○○○○の
①「住民票申請書」 2018 年３月 12 日受付分
②2018 年４月 20 日付「住民票の写し等職務上請求書」 2018 年４月 23 日受付分
③住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書及び「住民登録状況について（照会）」 2018 年６
月 27 日受付分
④2018 年７月６日付「住民票の請求について（依頼）」 2018 年７月９日受付分
⑤住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書及び「住民登録状況について（照会）」 2018 年８
月 29 日受付分
⑥2018 年 11 月５日付「住民票の写し等交付申請書」 2018 年 11 月７日受付分
⑦「住民票申請書」 2018 年 11 月 12 日受付分
⑧2019 年２月 19 日付「住民票の写し等交付申請書」 2018 年２月 22 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
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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の文書のうち、担当者の氏名、本人確認書類
・②の文書のうち、依頼者の氏名又は名称
・③の文書のうち、課長印の印影、
「住所不明リスト（町田市）
」の他の請求の対象とする
者の氏名及び住所
・④の文書のうち、
「住民登録調査票」の水道所在地・フリガナ氏名
・⑤の文書のうち、課長印の印影、
「住所不明リスト（町田市）
」の他の請求の対象とする
者の氏名及び住所
・⑥の文書のうち、責任者の氏名・本人確認書類
・⑦の文書のうち、担当者の氏名・本人確認書類
・⑧の文書のうち、責任者の氏名・本人確認書類、決裁者の氏名
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当
○印影部分を開示し、情報が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐
れがあり、法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。
・①の文書のうち、法人印の印影
・⑦の文書のうち、法人印の印影
2018-97 2019 年３月８日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■住民票の写し等交付請求書（2018 年１月１日～2019 年３月８日まで）
2019 年３月 22 日 開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、前住所 町田市△△町△△△△番地、氏名○○○○の
①2018 年２月１日付「住民票の写し等職務上請求書」 2018 年２月２日受付分
②住民票の写し等交付請求書 2018 年４月 16 日受付分
③2018 年４月 17 日付「住民票の写し等職務上請求書」 2018 年４月 18 日受付分
④住民票の写し等交付請求書及び「住民票の写し等の交付請求書」 2018 年５月 25 日受付分
⑤2018 年 10 月 19 日付「住民票の写し等の交付請求書」 2018 年 10 月 25 日受付分
2019 年３月 22 日 部分開示決定
・住所 町田市○○町○○○○番地、前住所 町田市△△町△△△△番地、氏名○○○○の
①住民票の写し等交付請求書 2018 年１月 15 日町田駅前連絡所受付分
②2018 年１月 17 日付「住民票の写し等職務上請求書」 2018 年１月 19 日受付分
③2018 年１月 18 日付「住民票の写し等の申請書」 2018 年１月 19 日受付分
④2018 年１月 22 日付「住民票の写し等の申請書」 2018 年１月 23 日受付分
⑤住民票の写し等交付請求書 2018 年２月９日町田駅前連絡所受付分
⑥2018 年２月 26 日付「住民票交付申請書」 2018 年２月 27 日受付分
⑦住民票の写し等交付請求書 2018 年３月５日受付分
⑧2018 年３月 12 日付け「住民票交付願」 2018 年３月 22 日受付分
⑨2018 年４月３日付「住民票写し交付申請書」 2018 年４月５日受付分
⑩住民票の写し等交付請求書 2018 年４月６日受付分
⑪住民票の写し等交付請求書 2018 年４月 12 日町田駅前連絡所受付分
⑫住民票の写し等交付請求書 2018 年６月 22 日町田駅前連絡所受付分
⑬住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書及び「住民登録状況について（照会）」 2018 年６
月 27 日受付分
⑭2018 年７月６日付「住民票交付申請書」 2018 年７月９日受付分
⑮「住民票（除票）の写し交付申請書」 2018 年７月 31 日受付分
⑯住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書及び「住民登録状況について（照会）」 2018 年８
月 29 日受付分
⑰2018 年 10 月５日付「住民票写し交付申請書」 2018 年 10 月 10 日受付分
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⑱2018 年 10 月 25 日付「住民票交付申請書」 2018 年 10 月 26 日受付分
⑲2018 年 11 月８日付「住民票写し等の交付請求書」 2018 年 11 月８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の文書のうち、
「申請者（窓口にきた方）」欄の住所・氏名・生年月日・電話番号、
請求者とのご関係
・②の文書のうち、欄外メモ、
「伝言メモ」の担当者の氏名
・③の文書のうち、担当者氏名・本人確認書類
・④の文書のうち、担当者氏名・本人確認書類
・⑤の文書のうち、
「申請者（窓口にきた方）」欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・
請求者とのご関係
・⑥の文書のうち、申請の任に当たる者の氏名・住所・ＩＤ ＣＡＲＤ（社員証）の写
し・住民基本台帳カードの写し・担当者の氏名
・⑦の文書のうち、
「申請者（窓口にきた方）」欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・
請求者とのご関係
・⑧の文書のうち、担当者の氏名・身分証明書・従業員証
・⑨の文書のうち、担当者の氏名・本人確認書類
・⑩の文書のうち、
「申請者（窓口にきた方）」欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・
請求者とのご関係
・⑪の文書のうち、
「申請者（窓口にきた方）」欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・
請求者とのご関係
・⑫の文書のうち、
「申請者（窓口にきた方）」欄の住所・氏名・生年月日・電話番号・
請求者とのご関係、
「建物賃貸借契約書」、「履歴事項全部証明書」の原本に相違ない署
名の氏名・原本確認済みの印影
・⑬の文書のうち、課長印の印影、「住所不明リスト（町田市）
」の他の請求の対象とす
る者の氏名及び住所
・⑭の文書のうち、申請の任に当たる者の氏名・住所・ＩＤ ＣＡＲＤ（社員証）の写
し・住民基本台帳カードの写し・担当者の氏名
・⑮の文書のうち、徴収職員印の印影・本人確認書類
・⑯の文書のうち、課長印の印影、「住所不明リスト（町田市）
」の他の請求の対象とす
る者の氏名及び住所
・⑰の文書のうち、担当者の氏名・本人確認書類
・⑱の文書のうち、申請の任に当たる者の氏名・住所・ＩＤ ＣＡＲＤ（社員証）の写
し・住民基本台帳カードの写し
・⑲の文書のうち、
「要住所解明者一覧」の氏名・住所
：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第４号に該当
○印影部分を開示し、情報が流通することによって、印鑑偽造等により不正使用される恐
れがあり、法人等の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。
・⑥の文書のうち、法人印の印影
・⑧の文書のうち、法人印の印影
・⑭の文書のうち、法人印の印影
・⑱の文書のうち、法人印の印影
2018-98 2019 年３月８日 開示請求 …………………………………………… （市民部市民課）
■2018 年１月 17 日付個人情報部分開示決定の意思決定文書
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2019 年３月 15 日 部分開示決定
・個人情報部分開示等決定通知書について（17 町市市第 1106 号の２）
添付書類は次のとおり
①個人情報部分開示等決定通知書
②2017 年 12 月 25 日付 住民票の写し等交付申請書の写し（起案用原本の写し）
③疎明資料１ 「金銭借用証書」
（起案用原本の写し）
④疎明資料２ 「印鑑登録証明書」
（起案用原本の写し）
⑤疎明資料３ 「本人確認書類」
（起案用原本の写し）
⑥添付資料 「伝言メモ」
（起案用原本の写し）
⑦2017 年 12 月 25 日付け 住民票の写し等交付申請書の写し（開示用マスキング処理した写し）
⑧疎明資料１ 「金銭借用証書」
（開示用写し）
⑨疎明資料２ 「印鑑登録証明書」
（開示用写し）
⑩疎明資料３ 「本人確認書類」
（開示用マスキング処理した写し）
⑪添付資料 「伝言メモ」
（開示用写し）
⑫住民票発行ログ
⑬相談リスト
⑭2018 年１月９日付 個人情報開示等請求書
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。
・②の申請者の住所、電話番号、印影
・⑤の本人確認書類
2018-99 2019 年３月 22 日 開示請求 ……………… （子ども生活部子ども家庭支援センター）
■2009 年８月 18 日から 2017 年３月 31 日まで子ども家庭支援センターへの相談記録
2019 年４月５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５月 21 日 部分開示決定
・相談記録票
・虐待通告受付票
・指導・経過記録票
・電話受付票
・経過記録票
・関係者会議
理由：（１）町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第１号に該当
○虐待防止法第８条において「当該通報者又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上
知り得た事項であって当該通報者又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはなら
ない。
」と規定されている。当該部分を明らかにすることで、その情報を手掛かりに通報
者を特定してしまう恐れがあるため。
：（２）町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第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。
：（３）町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当該事
務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認めら
れるため。
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：（４）町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第２号に該当
○個人の評価等に関する情報であり、開示することにより客観的にみて本人の不利益にな
る恐れがあるため。

番号
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

開示しない部分
相談記録票

虐待通告受付票

指導・経過記録
票

理由
相談者の欄
（１）
相談者の欄・相談主旨の１～２行目
（１）
相談主旨の６行目
（２）
通報者の欄
（１）
相談内容の欄
（１）
緊急受理会議の内容
（２）
（３）
欄外の連絡先
（２）
「09，８，18」
（年月日欄）の３行目の通報者
（１）
「09，８，18」
（記録票欄）の通報内容
（１）
「09，８，19」
（記録票欄）の２行目後半～４行目 （２）
「09，８，19」
（記録票欄）の５行目～６行目
（３）
「09，８，19」
（年月日欄）の通話相手
（２）
「09，８，19」
（記録票欄）の１行目～３行目の記 （２）
載
「09，８，19」
（年月日欄）の面接相手
（２）
「09，８，19 15 時～15 時 45 分」
（記録票欄）の （２）
相談内容全部
「09，８，19 保健所より入電」
（記録票欄）の３ （２）
行目～５行目の記載
「09，８，19 虐待受理会議を開く」（記録票欄） （３）
の２行目～３行目
「09，８，19」17 時 20 分（年月日欄）通話相手 （２）
「09，８，19」17 時 20 分（記録票欄）の記載
（２）
「09，８，25 保健所へ架電」（記録票欄）３行目 （２）
～24 行目
「09，８，25」支援センター内で検討の（記録票 （３）
欄）の検討内容
「09，８，25」
（年月日欄）の通話相手
（２）
「09，８，25」
（記録票欄）の通話内容
（２）
「09，８，７」保健所へ架電（記録票欄）の２行 （２）
目から３行目の記載
「09，９，17」南第一ネット会議にて（記録票欄） （３）
全て
「09，10，21」保健所へ架電（記録票欄）の２行 （２）
目から８行目の記載
「09，10，21」９時 30 分（年月日欄）の通話相手 （２）
「09，10，21」13 時 40 分（年月日欄）の通話相 （２）
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

虐待通告受付票

指導・経過記録
票

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

虐待通告受付票

指導・経過記録
票

手
「09，10，21」13 時 40 分（記録票欄）の通話内
容
「09，10，21」鶴間小学校へ架電（記録票欄）２
行目後半～３行目
「09，10，22」
（記録票欄）の１行目～２行目、８
行目以下全て
「09，10，27」
（記録票欄）の記載
被虐待児の住所欄の連絡先
通報者の欄及び相談内容
緊急受理会議の内容

（２）
（２）
（２）

（３）
（２）
（１）
（２）
（３）
緊急受理会議の後段の記載
（２）
「10，２，９」16：15（年月日欄）の通報者
（１）
「10，２，９」16：15（記録票欄）の通報内容
（１）
「10，２，９」17：10 鶴間小へ架電（記録票欄） （３）
の４行目、８行目後半から 10 行目
「10，２，９」17：10 鶴間小へ架電（記録票欄） （４）
の 11 行目以下全て
「10，２，９」保健所へ架電（記録票欄）の２行 （２）
目以下の記載全て
「10,２，９」主任児童委員へ架電（記録票欄）の （２）
５行目～８行目、９行目後半から 10 行目の記載
「10，２，９」
（年月日欄）の通話相手
（２）
「10，２，９」
（記録票欄）の通話内容
（２）
「10，２，14」
（記録票欄）の２行目～５行目
（３）
「09，３，19」
（年月日欄）の通話相手
（２）
「09，３，19」
（記録票欄）の記載全て
（２）
被虐待児の住所欄の連絡先
（２）
通報者
（１）
相談内容の欄
（１）
緊急受理会議の内容
（２）
（３）
「10．４．26」11：00（記録票欄）の通報者名お （１）
よび通報内容
「10．４．26」14：00（記録票欄）７行目～31 行 （３）
目の記載
「10．４．26」14：00（記録票欄）33 行目
（３）
「10．４．26」14：00（記録票欄）41 行目～42
（２）
行目の記載
「10．４．26」14：00（記録票欄）49 行目
（４）
「10．４．29」
（記録票欄）３行目～５行目の記載 （２）
「2010．５．14」11：40（記録票欄）２行目～６ （３）
行目の記載
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

電話受付票
指導・経過記録
票

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

電話受付票
指導・経過記録
票

「2010．５．14」12：40（記録票欄）３行目～５
行目の記載
「2010．５．17」
（記録票欄）２行目～３行目の記
載
「2010．５．18」
（記録票欄）２行目～全ての記載
「2010．10．25」16：40（記録票欄）の 10 行目
「2010．10．26」
（記録票欄）の内容
「2012 年２月７日（火）
」相談者氏名・性別・住
所・電話・続柄欄の記載及び相談内容、指導回答
「2012．２．７」
（記録票欄）の４行目～５行目
「2012．２．７」
（記録票欄）の 22 行目～23 行目
「2012．２．７」
（記録票欄）の 30 行目
「2012．２．７」
（記録票欄）の 32 行目～33 行目
「2012．２．15」
（記録票欄）２行目以下全ての記
載
「2012．２．16」
（記録票欄）２行目通報者名
「2012．２．20」
（記録票欄）２行目以下全て
「2012．２．20」
（記録票欄）の 11 行目 面接相
手
「2012．２．23」
（記録票欄）２行目～全ての記載
「2012．４．10」
（記録票欄）２行目の通報者及び
３行目～５行目の通報内容
「2012．４．10」
（記録票欄）11 行目～12 行目
「2012．４．10」
（記録票欄）13 行目～16 行目
「2012．４．11」
（記録票欄）２行目及び４行目以
下全て
「2012．４．25」
（記録票欄）の６行目以下全て
相談内容の６行目～７行目
「2012．５．29」
（記録票欄）２行目～３行目およ
び５行目 16 文字目～６行目の記載
「2012．５．31」12：10（記録票欄）２行目～全
ての記載
「2012．６．１」
（記録票欄）２行目～５行目、15
行目、18 行目～22 行目、26 行目～27 行目
「2012．６．１」
（記録票欄）の 24 行目～26 行目
「2012．６．４」11：00（記録票欄）２行目～３
行目、４行目～５行目
「2012．６．４」11：00（記録票欄）22 行目以下
全て
「2012．６．５」ｃｃ会議（記録票欄）２行目～
５行目の記載
「2012．６．５」10：00（記録票欄）２行目～全
ての記載
「2012．６．13」
（記録票欄）２行目～16 行目
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89.

指導・経過記録

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

指導・経過記録
票

「2012．６．28」
（記録票欄）２行目～７行目の記
載
「2012．８．３」
（記録票欄）２行目～全ての記載
「2012.９.11」
（記録票欄）２行目
「2012.９.11」
（記録票欄）３行目
「2012.９.14」
（記録票欄）２行目～５行目
「2012.９.18」
（記録票欄）２行目以下全て
「2012．９．19」
（記録票欄）２行目～全ての記載
「2012．10．２」12：45（記録票欄）５行目～全
ての記載
「2012．10．２」13：00（記録票欄）２行目～全
ての記載
「2012．10．23」
（記録票欄）２行目～全ての記載
「2012．10．30」11：28～11：31（記録票欄）５
行目
「2012．11．20」
（記録票欄）３行目～４行目、５
行目
「2012．11．21」13：10（記録票欄）２行目～６
行目の記載
「2012．11．21」13：30（記録票欄）の２行目～
３行目
「2012．11．21」13：30（記録票欄）の４行目～
５行目
「2012．12．５」
（記録票欄）９行目～全ての記載
「2012．12．26」
（記録票欄）２行目以下全て
「2013．１．15」
（記録票欄）２行目以下全て
「2013．１．17」13：40（記録票欄）２行目以下
全て
「2013．１．17」17：20（記録票欄）２行目以下
全て
「2013．３．14」
（記録票欄）２行目～７行目
「2013．３．14」
（記録票欄）８行目以下全て
「2013．５．８」
（記録票欄）２行目～５行目の記
載
「2013．５．17」15：45（記録票欄）２行目～４
行目の記載
「2013．５．17」16：00（記録票欄）２行目以下
全て
「2013．５．20」
（記録票欄）の３行目～８行目
「2013．５．24」
（記録票欄）２行目以下全て
「2013/６/７」
（記録票欄）２行目の記載
「2013/６/７」
（記録票欄）４行目以下全て
「2013．６．11」10：25（記録票欄）の２行目以
下全て
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

経過記録表

「2013．６．11」10：35（記録票欄）の受付対応
者名
「2013．６．11」10：40（記録票欄）の２行目以
下全て
「2013/６/12」
（年月日欄）の通話相手、
（記録票
欄）通話内容
「2013/６/13」
（記録票欄）２行目後段～５行目の
記載
「2013/６/14」
（記録票欄）９行目～全ての記載
「2013/６/17」13：50（年月日欄）の通話相手、
（記録票欄）の通話相手及び通話内容
「2013/６/17」16：00（記録票欄）２行目～３行
目の記載
「2013.８.30」
（記録票欄）の２行目～３行目
「2013．９．27」
（記録票欄）３行目の記載
「2013/10/18」
（記録票欄）の３行目以下全て
「平成 26 年４月 23 日（水）」
（調査・相談内容欄）
２行目～全ての記載
「平成 26 年５月 16 日（金）」
（調査・相談内容欄）
２行目以下全て
「平成 26 年５月 16 日（金）○○」
（調査・相談内
容欄）３行目以下全て
「平成 26 年６月 13 日（金）」
（調査・相談内容欄）
３行目以下全て
「平成 27 年２月 13 日（金）」
（調査・相談内容欄）
２行目以下全て
「平成 27 年２月 13 日（金）10：35」
（調査・相談
内容欄）３行目以下全て
「平成 27 年２月 17 日（火）14：00」
（調査・相談
内容欄）５行目～６行目 駒木の病院医、訪問看
護の参加者名
「平成 27 年３月 17 日（火）14：00」
（調査・相談
内容欄）９行目～全ての記載
「平成 27 年３月 18 日（水）14：00」
（調査・相談
内容欄）４行目～全ての記載
「平成 27 年４月 10 日（金）16：30」
（調査・相談
内容欄）５行目以下全て
「平成 27 年４月 17 日（金）16：00」
（調査・相談
内容欄）７行目９文字目の氏名
「平成 27 年５月 13 日（水）」11：50（調査・相談
内容欄）５行目以下全て
「平成 27 年５月 13 日（水）」14：00（調査・相談
内容欄）７行目、８行目の氏名
「平成 27 年５月 18 日（月）」
（調査・相談内容欄）
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５行目～７行目の記載
143.
「平成 27 年５月 19 日（火）」
（調査・相談内容欄） （３）
の 14 行目～18 行目
144.
「平成 27 年６月３日（水）」（調査・相談内容欄） （４）
の７行目
145. 関係者会議
【開催理由・目的】の駒木野病院、訪問看護の参 （２）
加者名
146. 指導・経過記録 「2015/５/22」
（記録票欄）の八王子駒木野病院、 （２）
票
訪問看護の出席者名
（３）
147.
「2015/５/22」
（記録票欄）10 行目～全ての記載 （３）
148. 経過記録票
「平成 27 年６月 18 日（木）」
（調査・相談内容欄） （３）
の５行目以下全て
149.
「平成 27 年６月 26 日（金）」
（調査・相談内容欄） （３）
の５行目以下全て
150.
「平成 27 年７月３日（金）」（調査・相談内容欄） （２）
５行目～６行目 駒木の病院医、訪問看護の参加
者名
151.
「平成 27 年７月３日（金）」（調査・相談内容欄） （３）
11 行目～全ての記載
152.
「平成 27 年８月 28 日（金）」
（調査・相談内容欄） （３）
の４行目以下全て
153.
「平成 27 年９月７日（月）」（調査・相談内容欄） （２）
の 12 行目～13 行目
154.
「平成 28 年２月 16 日（火）」
（調査・相談内容欄） （４）
の 10 行目
155.
「平成 28 年２月 26 日（金）」
（調査・相談内容欄） （３）
の６行目～７行目
156.
「平成 28 年２月 29 日（月）」
（調査・相談内容欄） （３）
の６行目以下全て
157.
「平成 28 年３月 25 日（金）」
（調査・相談内容欄） （６）
の 20 行目以下全て
2019 年５月 21 日 非開示決定
・情報の共有と今後の対応について
・「平成 24 年６月 13 日 第 11 回援助方針会議」資料
・関係者会議資料
理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当
○市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当該
事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると
認められるため。
2018-100 2019 年３月 27 日 開示請求 ……………………………………………（総務部職員課）
■私のハラスメント防止対策委員会における審議関係資料
2019 年４月 10 日 部分開示決定
１ 町田市ハラスメント防止対策委員会（2018 年６月 28 日）
・次第及び添付資料
・議事要旨（2018 年６月 28 日）
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２

町田市ハラスメント防止対策委員会（2018 年７月 20 日）
・次第及び添付資料
・議事要旨（2018 年７月 20 日）
３ （18 付議 01）案件に対する審議結果について
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
文書名
開示しない部分
公文書の一部を開示しない理由
１ 町田市ハラスメント防 事実確認概要【対象者】○ 町田市個人情報保護条例第 21 条第１
止対策委員会（2018 年６月 ○保健給食課長
項第６号
28 日）
１ 質問①～⑦における
回答部分
・別紙３
２ その他部分
請求人からの申出を受けて関係職
員から聞き取った内容については、
事実確認概要【対象者】○
これを開示することにより、ハラス
○○○
１ 質問①～㉒における メントに係る苦情・相談対応業務の
実施の目的を失わせ、又は公正かつ
回答部分
適正な業務実施を著しく困難にする
２ その他部分
事実確認概要【対象者】○ と考えられるため、非開示とした。
○△△小学校長
質問における回答部分
事実確認概要【対象者】○
○○○
質問における回答部分
事実確認概要【対象者】○
○○○
質問における回答部分
事実確認概要【対象者】○
○○○
質問における回答部分
事実確認概要【対象者】保
健給食課○○担当係長
質問における回答部分
事実確認概要【対象者】○
○○○
質問における回答部分
面談概要【出席者】○○○
○、△△小学校○○校長
内容部分
１ 町田市ハラスメント防 【報告・協議事項】
止対策委員会（６月 28 日）
・議事要旨
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２ 町田市ハラスメント防 【協議事項】
止対策委員会（７月 20 日）
・議事要旨

ハラスメント防止対策委員会におい
て、付議案件を精査する内容である。
委員会の審議内容を開示すること
は、町田市ハラスメント防止体制の
目的を失わせ、又は公正かつ適正な
業務実施を著しく困難にするため、
非開示とした。
２ 町田市ハラスメント防 サンプル①～④
町田市個人情報保護条例第 21 条第１
止対策委員会（７月 20 日） 「記」の下の行から、
「問 項第６号
・資料１
合せ先」の上の行まで。
ハラスメント防止対策委員会におい
て、付議案件を受けて想定される仮
の書式である。素案として審議内容
を下敷きにした表現を含むため、上
記と同じく、町田市ハラスメント防
止体制の目的を失わせ、又は公正か
つ適正な業務実施を著しく困難にす
るため、非開示とした。
2018-101 2019 年３月 28 日 開示請求 ………………………………（市民部忠生市民センター）
■住民票の写し等交付請求書（2018 年 11 月１日～2019 年３月 28 日まで）
2019 年４月 10 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 2018 年 12 月
25 日受付分
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３

年度・実施機関別個人情報開示等請求の件数（2009 年度以降、括弧内は取下げ件数）

実施機関
市

長

教育委員会
選挙管理
委員会
監査委員
農業委員会

年度
種別

2009

2010

2011

2012

請

68(2)

67(1)

45(1)

44(1)

求

不服申立て

請

求

30

8

3

1

2

3(1)

2013
47
2

2014

2015

61(1)

43(1)

52

2017
46(1)

2018
100

573(8)

4

3

2

16

67(1)

16(2)

6

5

7

2

44(3)

1

1

求

0
0

不服申立て

請

求

1

1
0

不服申立て

請

計

1(1)

不服申立て

請

2016

求

0

不服申立て

0

請 求
審査委員会 不服申立て

0

固定資産評価

病院事業
管理者
議

会
計

請

0

求

1

1
0

不服申立て

請

求

0
0

不服申立て

請

求

不服申立て

69(2)
30

70(1)
8

45(1)
0

48(2)
3

99

49

77(3)

0

1(1)

49(1)
5

57
3

53(1)
2

102

619(11)

16

68(1)

