
１　情報公開制度

令和元 年度 ⑴ 実施機関別行政情報の公開請求件数

実施機関 件数
平成
31年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

区長 請求 31 33 28 72 112 71 78 61 105 73 44 62 770

企画政策部 4 11 2 1 8 12 7 2 47

総務部 1 2 5 4 11 6 11 13 3 4 7 5 72

区民部 1 1 1 2 3 1 2 1 12

アカデミー推進部 2 3 5 1 2 2 2 17

福祉部 4 2 4 22 14 3 1 7 3 2 2 64

子ども家庭部 3 1 4 3 1 6 5 1 3 27

保健衛生部 13 9 12 7 11 8 9 9 7 11 9 9 114

都市計画部 3 10 7 31 15 10 29 9 59 33 13 20 239

土木部 7 6 2 11 23 19 20 8 13 6 9 17 141

資源環境部 5 2 1 1 1 1 3 14

施設管理部 2 1 1 2 8 1 4 2 1 22

会計管理者 1 1

全部公開 19 21 20 19 27 22 20 27 22 23 16 18 254

一部公開 7 11 6 32 32 27 17 27 26 19 17 22 243

非公開 5 1 2 21 53 22 41 7 57 31 11 22 273

未決定

教育委員会 請求 1 4 1 7 12 4 8 16 13 5 4 1 76

全部公開 2 1 3 2 3 3 3 3 1 2 23

一部公開 1 2 4 8 1 3 12 6 3 2 42

非公開 2 2 1 4 1 1 11

未決定

監査委員 請求 2 1 1 2 1 7

全部公開 1 1 2

一部公開 1 2 1 4

非公開 1 1

未決定

選挙管理委員会 請求

全部公開

一部公開

非公開

未決定

議会 請求 2 3 4 2 11 1 23

全部公開 1 7 1 9

一部公開 2 1 1 2 6

非公開 2 4 2 8

未決定

合計 請求 32 37 29 81 129 80 88 89 120 79 48 64 876

全部公開 19 23 21 22 30 26 24 37 25 24 18 19 288

一部公開 8 13 6 38 41 28 21 42 34 23 19 22 295

非公開 5 1 2 21 58 26 43 10 61 32 11 23 293

未決定

※ 請求件数等は主管課別に捉えていますので、実際の請求書の枚数と一致しないことがあります。

令和2年 合計令和元年
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

31001 H31.4.1 H31.4.4 食品営業許可台帳の平成31年3月1日～3月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課 公開

31002 H31.4.1 H31.4.1 平成30年6月4日の「文京区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関
する条例」（文京区条例第27号）の制定の過程で、パブリック・コメントの
募集を実施しない決定をしたことに関する文京区議会及び／又は区議と
区とのやり取り並びに区においてパブコメを実施しない決定をした判断の
経緯に関する文書一式

写しの交付 非公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

31003 H31.4.1 H31.4.1 請願文書（平成30年2月6日第24号）の提出後から、平成30年6月4日の
「文京区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する条例」（文京区
条例第27号）の制定までの期間における、「文京区旅館業の営業許可等
に関する指導要綱」の廃止並びに「文京区旅館業に係る計画及び適正な
管理運営に関する条例」制定に至る経緯を巡る文京区議会及び／又は
区議と区とのやり取り並びに区担当課における判断の経緯に関する文書
一式の開示請求

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

「文京区旅館
業に係る計画
及び適正な管
理運営に関す
る条例」制定
に至る経緯を
めぐる文京区
議会及び／又
は区議と区と
のやり取り並
びに区担当課
における判断
の経緯に関す
る文書一式

31004 H31.4.1 H31.4.1 平成29年12月4日、平成30年9月21日、平成30年12月3日の文京区議会
建設委員会における住環境課長による練馬区、世田谷区、狛江市に関す
る事前調整制度や建築紛争等の答弁を巡る、文京区と当該区市（練馬
区、世田谷区、狛江市）とのやり取り、並びにこれらに関する文京区議会
及び／又は区議と区の対応策等のやり取りに関する文書一式の開示請
求

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

31005 H31.4.1 H31.4.1 島薗邸の有形文化財登録証の交付について 写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人情報

31006 H31.4.2 H31.4.8 文京区における平成３１年３月末日現在までの食品営業許可施設の全業
種リスト（特殊業態（移動・臨時・自動車・自動販売機）を除く)
必要な項目：屋号・営業所所在地・営業者氏名（法人にあっては法人名の
み）・営業所の電話番号・営業者住所（法人のみ）・営業者の電話番号（法
人のみ）
・営業の種類・許可申請日・許可年月日・許可満了日・許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

⑵ 情報公開請求内容
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

31007 H31.4.2 H31.4.2 旅館業廃止台帳に関する建物構造設備一覧
（所在地：文京区湯島○丁目○番○号　施設名称：○○○○）

写しの交付 公開 生活衛生課

31008 H31.4.4 H31.4.10 平成31年3月1日～平成31年3月31日の間で飲食店営業の新規許可を受
けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）の
屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

31009 H31.4.4 H31.4.4 平成31年3月1日～平成31年3月31日の間に理容・美容業の新規許可を
受けた全施設（廃業してるものを除く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶
施設電話番号、⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住所
（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確認年月日、⑼確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

31010 H31.4.4 H31.4.4 文京区立第九中学校内装改修その他工事（Ⅰ期）
文京区立第九中学校内装改修その他工事（Ⅱ期）の内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

31011 H31.4.9 H31.4.16 ①ケースワーカー地区担当者について、・最新のもの・平成19年4月時点
のもの・平成18年4月時点のもの　以上3点
②過去5年間の不正受給件数とその対処が分かる資料（78条適用件数と
告訴件数が分かるもの）
③過去5年間、63条で対処された件数が分かる資料

写しの交付 一部公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

過去5年間の
不正受給件数
とその対処が
分かる資料
（78条適用件
数と告訴件数
が分かるも
の）

31012 H31.4.9 H31.4.9 ・文京区立小石川図書館外2施設防水改修その他工事
・文京区立誠之小学校改築その他工事
上記工事の積算内訳書一式

写しの交付 公開 整備技術課

31013 H31.4.9 H31.4.15 現在飲食店営業の給食と集団給食施設リスト 写しの交付 公開 生活衛生課
31014 H31.4.10 H31.4.10 小規模事業者として登録されている法人情報 写しの交付 公開 契約管財課
31015 取下げ
31016 H31.4.16 H31.4.16 千石４丁目のまちづくり協議会の認定を決裁した文書一式 写しの交付 一部公開 地域整備課 個人情報（第7条

第2号）
氏名、住所、
電話番号、印
影

31017 H31.4.16 H31.4.16 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。但し生活保護手帳、同別冊問答集、東京
都運用事例集を除く。

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

31018 H31.4.16 H31.4.16 現業員による生活保護実施要領局１－５－（１）～（３）世帯分離の事務処
理手順等（名称を問わず。生活保護手帳、同別冊問答集、東京都のいわ
ゆる青本を除く）。庁内の会議・研修・執務等で査察指導員等が現業員に
上記世帯分離の手続き遂行のための指導のために作成したもの。被保
護世帯の子の大学等合格から世帯分離までに現業員が行う事務手順を
示したもの。

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

31019 H31.4.17 H31.4.22 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2019年3月1日～2019年3月31日の期間に新規、更新の許可を得
た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自動
販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

31020 H31.4.17 H31.4.17 文京区立須藤公園の一般平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
31021 H31.4.18 H31.4.26 平成31年1月1日から31年3月31日までに付定のあった新築届及び住居

表示台帳（個人情報を除く）
写しの交付 公開 区民課

31022 H31.4.18 H31.4.22 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関係施設名簿一覧
期間：平成31年1月1日から平成31年3月31日まで
開示請求事項
営業所所在地・ビル名（所在地順・郵便番号含む）、屋号、営業所電話番
号、営業者氏名（法人である場合は代表者氏名も）、営業者住所（法人に
限る）、営業者電話番号（法人に限る）、業種（「飲食店営業」・「喫茶店営
業」に限る。ただし「自動販売機」・「移動」は除く）、初回許可年月日、直近
許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

31023 取下げ
31024 H31.4.22 H31.4.22 １．西武パートナーズとの確認記録（平成31年3月分）

２．指定管理者西武パートナーズの収支報告書訂正分の調査報告書。
　　調査報告書の提出期間伸長の顛末書
　　（平成26年度～平成28年度分）
３．前指定管理者が提出をした月次報告書(平成31年3月分）
４．所管課が前指定管理者に対して，遺失物の不明現金について調査の
指示書。

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第1項）

①個人の顔写
真、②法人の
印影、③調査
報告書の提出
期間伸長の顛
末書

31025 H31.4.22 H31.4.22 １．「目白台運動公園」指定管理者・構成企業の「日本体育施設」が学校
グランド整備事業に於いて、完了確認の署名、捺印を偽造を長期に渡り
行っていた事で指名停止となった件で所管課が事情徴収を行った際の議
事録、代表企業・構成企業提出の報告書。
２．1の事案で所管課が契約管財課、総務（法務担当）に意見照会を行っ
た際の意見事項照会書。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

31026 H31.4.22 H31.4.25 食品営業許可台帳
項目：営業所の屋号、所在地、電話番号、申請された方の氏名（法人の
場合は代表者の氏名、所在地、電話番号）、業種、業態、最初の許可年
月日、許可満了日（自動販売機、移動販売など特殊な業種も含めた全
データ）
期間：H31年1月1日～H31年3月末分新規

写しの交付 公開 生活衛生課

31027 H31.4.23 H31.4.25 2018年12月～2019年4月23日までに新設された飲食・理美容の情報（店
舗名・住所・代表者・電話番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

31028 H31.4.23 H31.4.23 平成10年度文京区告示30号
告示文及び図面

写しの交付 公開 管理課

31029 H31.4.23 H31.4.23 須藤公園補修工事に関する土地使用承諾書 写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

31030 H31.4.24 H31.4.24 ○○○○様邸新築工事　説明会等報告書 写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、建築物
番号

31031 H31.4.24 H31.4.24 須藤公園補修工事の工事図面 写しの交付 公開 みどり公園課
31032 H31.4.25 H31.4.26 「目白台運動公園」指定管理者・目白台運動公園パークアップ共同体が

所管課へ提出をした指定管理者応募時の提案書について、前指定管理
者のホームページ上の「公園だより」から写真を転載し提案書に利用をし
た件についての顛末書一式

写しの交付 公開 みどり公園課

31033 H31.4.25 H31.4.25 ○○○○　東京都本駒込○-○-○　電話03-○○○○-○○○○　代表
者　○○○○　事業者の住所の開示

写しの交付 公開 生活衛生課

31034 H31.4.3 H31.4.3 弊社が参加した「文京区高校生世代等学習支援事業業務委託」プロポー
ザルにかかる選定結果集計表

写しの交付 一部公開 生活福祉課 法人情報（第7条
第3号）

選定されな
かった団体
（事業者）名

01001 R1.5.7 R1.5.10 文京区建築審査会の議事の内容がわかる文書一式（2018年12月以降の
もの。委員に配布した資料を含む。）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

議事資料中、
個人の氏名、
印影

01002 R1.5.7 R1.5.7 (1) 文京区目白台○丁目○-○，○-○，○-○（地番）の共同住宅建築計
画の標識の取下げに関する文書一式（決裁文書等を含む。）
(2) 文京区目白台○丁目○-○，○-○，○-○（地番）の長屋建築計画の
標識の設置ないし記載事項変更に関する文書一式（決裁文書等を含
む。）

写しの交付 公開 住環境課

01003 R1.5.7 R1.5.7 平成29年2月20日付「第H28確更建築CIAS00301号」（建築敷地の地名地
番：文京区目白台○丁目○-○，○-○，○-○）の建築計画概要書

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

当該文書は、
平成31年3月
18日に工事取
止め届が提出
された後、廃
棄している
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01004 R1.5.7 R1.5.13 食品営業許可台帳の平成31年4月1日～4月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01005 R1.5.7 R1.5.7 建築指導課が文京区目白台○丁目○-○，○-○，○-○（地番）の長屋
建築計画について建築主ないし指定確認検査機関とやりとりした文書一
式（決裁文書を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01006 R1.5.7 R1.5.13 平成29年2月20日付「第H28確更建築CIAS00301号」の確認処分の取り消
し判決について関係機関とやりとりした文書一式（決裁文書を含む。）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

住所、氏名、
建築物記号

01007 R1.5.7 R1.5.20 建築確認処分に係る台帳
文京区目白台○丁目○-○，○-○，○-○（地番）の共同住宅建築計画、
および、同敷地の長屋建築計画が記載されている頁

写しの交付 公開 建築指導課

01007 R1.5.7 R1.5.13 平成30年12月21日付東京地裁判決「『平成30年（行ウ）第75号建築確認
取消請求事件』判決文の供覧」の原文及び供覧先一覧表

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

個人の住所、
氏名、建築物
記号

01008 R1.5.8 R1.5.8 （仮称）千駄木一丁目計画（建築敷地：文京区千駄木○‐○‐○ほか（地
番）、文京区千駄木○‐○（住居表示））について、みどり公園課が保有す
る文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏
名、印影、②
建築主印影

01009 R1.5.8 2017年4月1日～2019年4月30日を起案日とする生活保護実施要領局1-
5-(1)～(3)に基づく世帯分離決定のケース記録・起案文書

写しの交付 一部公開 生活福祉課 ①個人情報（第7
条第2号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）

①被保護者の
氏名、住所、
学校名、生活
保護費の金額
及び種別に関
する情報、家
庭状況に関す
る情報、②
ケースワー
カーからの個
別的な指導助
言に関する情
報、課内にお
ける検討協議
に関する情報

01010 R1.5.9 R1.5.14 目白台○丁目○番の共同住宅の計画に関する審査請求の裁決書。委員
及び専門調査員の名簿。

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

個人の住所、
氏名
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01011 R1.5.9 平成31年4月1日～平成31年4月30日の間で飲食店営業の新規許可を受
けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）の
屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

01012 R1.5.9 R1.5.16 平成31年4月1日～平成31年4月30日の間で理容・美容業の新規確認を
受けた全施設（廃業しているものを除く）の施設名称、施設所在地、施設
電話番号、開設者名、代表者氏名（法人のみ）、開設者住所（法人の
み）、開設者電話番号（法人のみ）、確認年月日、確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01013 R1.5.9 R1.5.16 文京区の過去15年間の毎年旅館業営業許可取得数及び解約数データ 写しの交付 公開 生活衛生課
01014 R1.5.10 R1.5.10 a）文京区全職員名簿（正規）　平成30年6月1日現在のもの

ｂ）平成31年4月1日付人事異動表
閲覧 公開 職員課

01015 R1.5.10 R1.5.23 文京区福祉事務所が東京都福祉保健財団の実施している研修のうち、
①福祉事務所地区担当員、②面接相談員、③査察員はこれに参加した
実績状況について知りたい。
’ａ）平成30（2018）年度

閲覧 公開 生活福祉課

01016 R1.5.14 R1.5.14 平成31年度における区内公立小中学校を対象に実施されている給食調
理業務について、①対象学校名、②喫食数（一日）、③年間提供回数、④
受託企業名、⑤年間契約金額（税抜）について

写しの交付 公開 学務課

01017 R1.5.14 R1.5.14 平成31年度における区内公立保育園を対象に実施されている給食調理
業務について、①対象保育園名、②喫食数（一日）、③年間提供回数、④
受託企業名、⑤年間契約金額（税抜）について

写しの交付 公開 幼児保育課

01018 R1.5.17 R1.5.17 2019年5月1日時点で旅館業の営業許可を得ている施設の下記項目を希
望します
・許認可番号　・認可日　・営業許可種別
・営業者名（申請者名、法人名、営業者氏名など）
・代表者氏名（法人の場合）　・営業者住所（法人の場合に限る）
・宿泊施設名　・宿泊施設住所　・許可条件（条件付き許可の場合）
・宿泊施設の電話番号　・客室数

写しの交付 公開 生活衛生課

7



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01019 R1.5.17 R1.5.28 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2019年4月1日～2019年4月30日の期間に新規、更新の許可を得
た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自動
販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

01020 R1.5.20 R1.5.20 文京区小日向○‐○小日向マンション計画に関する景観形成基準に対す
る措置状況説明書

写しの交付 公開 住環境課

01021 R1.5.21 43613 日本人に外国人の観光客が増える一方、飲食店探しに苦しい外国人観
光客に使いやすいアプリケーションを開発したく、文京区にある飲食店の
データがほしい。
（必要データ）飲食店名、住所、電話番号、業態

写しの交付 公開 生活衛生課

01022 R1.5.22 R1.5.22 文京区内の①診療所（企業内診療所含む）、②歯科診療所、③薬局、④
薬局製造販売医薬品の製造販売業（製造業は含まない）、⑤店舗販売、
⑥麻薬小売業、⑦高度管理医療機器等販売業賃貸業
以上全ての⑴施設名称、⑵所在地、⑶開設者、⑷電話番号
更に、上記③～⑦については、⑸許可番号、⑹有効期間開始日、⑺有効
期間終了日
※2019.5.22現在のデータ

写しの交付 公開 生活衛生課

01023 R1.5.22 R1.5.22 平成30年11月1日に実施された、文京区立誠之小学校改築その他電気
設備工事の工事内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

01024 R1.5.22 R1.5.23 文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会の議事録 写しの交付 公開 真砂中央図書館
01025 R1.5.23 R1.5.23 文京区採用について、その宣誓書を知りたい。

’ａ）○○○○（現在、戸籍住民課）
’ｂ）○○○○（現在、生活福祉課）

閲覧 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

宣誓書中の日
付、印影

01026 取下げ
01027 R1.5.23 R1.5.29 建築基準道路マップの画面の写し（カラー出力で区内全て） 写しの交付 公開 建築指導課
01028 R1.5.28 R1.5.28 肥後細川庭園平面図及び庭園写真資料 写しの交付 公開 みどり公園課
01029 R1.5.28 R1.6.7 次の3工事の工事内訳書（金入り）

・街路灯及び保安灯維持修繕工事（2019）
・街路灯改修工事（その1）（2019）
・街路灯改修工事（その2）（2019）

写しの交付 一部公開 道路課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京代価、文
京単価、見積
単価及び掛
率、カタログ単
価掛率
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01030 R1.5.28 R1.6.10 次の1工事の工事内訳書等（金入り）
・自動車走行空間整備工事（区道第808号）

写しの交付 一部公開 道路課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京代価、文
京単価、見積
単価及び掛
率、カタログ単
価掛率

01031 R1.5.29 R1.5.29 キッズルームシビック運営業務委託事業者の企画提案書、人員配置計画
書（平成30年10月17日に選定されたもの）

写しの交付 公開 子育て支援課

01032 R1.5.29 R1.5.29 キッズルーム目白台運営業務委託事業者の企画提案書、人員配置計画
書（平成30年10月17日に選定されたもの）

写しの交付 公開 子育て支援課

01033 R1.5.29 R1.5.29 （仮称）誠之育成室及び（仮称）汐見第二育成室運営委託事業者の企画
提案書、人員配置計画書（平成28年11月11日に選定され、平成29年4月1
日から平成30年3月31日までの期間契約されたもの）

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7条
第3号）

企画提案書に
係る資料の一
部（ノウハウに
係る記載）

01034 R1.5.29 R1.5.29 湯島小学校育成室運営業務委託事業者の企画提案書、人員配置計画
書（平成28年11月10日に選定され、平成29年4月1日から平成30年3月31
日までの期間契約されたもの）

写しの交付 一部公開 児童青少年課 個人情報（第7条
第2号）

企画提案書の
一部（個人氏
名、所属）

01035 R1.5.30 R1.5.30 藍染大通りの最新の道路竣工図 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

近隣住民等の
個人氏名

01036 R1.5.30 R1.6.5 理容所と美容所の業態名簿（廃業しているものを除く）
施設名、施設所在地、施設電話番号、営業者名、確認年月日、確認番号
（令和元年5月30日現在）

写しの交付 公開 生活衛生課

01037 R1.5.31 R1.5.31 江戸川公園　見取図 閲覧 公開 みどり公園課
01038 R1.6.3 R1.6.3 昭和53年2月7日確認番号1124号に関する建築確認等台帳記載事項の

すべて
写しの交付 公開 建築指導課

01039 R1.6.3 R1.6.5 食品営業許可台帳の令和元年5月1日～5月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01040 R1.6.4 R1.6.10 文京区内における食品営業許可台帳のうち令和元年5月末現在の営業
許可または、届出を受けている飲食店営業施設（但し、許可ある集団給
食のみ）及び集団給食届出施設に係る次の情報
1申請者名2営業所所在地3営業所電話番号4営業所屋号5申請者所在地
（但し、1・5は法人のみ）

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01041 R1.6.5 R1.6.18 令和元年5月1日～令和元年5月31日の間で飲食店営業の新規許可を受
けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）の
屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

01042 R1.6.5 R1.6.11 令和元年5月1日～令和元年5月31日の間で理容・美容業の新規許可を
受けた全施設（廃業してるものを除く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶
施設電話番号、⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住所
（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確認年月日、⑼確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

01043 R1.6.6 R1.6.18 文京区における食品営業許可台帳（飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売
業、食肉処理業、氷雪販売業）のうち、平成30年4月1日から平成31年3月
31日までに新規に営業の許可を受けた施設（ただし、臨時販売、移動販
売、自動車による販売、自動販売、露店販売、催事、コンビニエンスストア
等、廃業を除く。）の⑴屋号、⑵営業所所在地、⑶営業所電話番号、⑷申
請者名、⑸営業の種類、⑹初回許可年月日に限る。ただし、上記期間内
に新規施設が存在した場合に限る。

写しの交付 公開 生活衛生課

01044 R1.6.6 R1.6.11 文京区における理容所台帳、美容所台帳、興行場台帳、旅館台帳、公衆
浴場業台帳、クリーニング所台帳において、平成30年4月1日から平成31
年3月31日までに新規に営業を確認した施設（ただし、廃業を除く。）に係
る⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷営業者名、⑸確認年
月日、⑹営業の種類、⑺業態（旅館台帳のみ）に限る。ただし、上記期間
内に新規施設が存在した場合に限る。

写しの交付 公開 生活衛生課

01045 R1.6.6 R1.6.11 理、美容店営業許可台帳
期間：平成31年1月1日～令和元年5月末分新規営業許可施設
項目：施設の名称、所在地、電話番号、開設者指名（法人の場合は代表
者名、会社所在地、会社電話番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

01046 R1.6.7 R1.6.7 細街路拡幅整備協議書（協議番号第23-207号）関係書類等一式 写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者名、
②法人の印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01047 R1.6.11 R1.6.13 青柳保育園仮園舎の購入について審議した財産価格審議会の資料一式
（鑑定評価書を除く）

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

資料第1号（建
物の算定につ
いて）の中の
建設事例のう
ち敷地面積、
建築面積、延
面積

01048 R1.6.12 R1.6.12 青柳保育園仮園舎のリース契約にかかわる情報のすべて（図面を除く） 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

事業者の印影

01049 R1.6.14 R1.6.18 2018年09月21日平成30年建設委員会で住環境課長が「今、御質問のあ
りました世田谷区、練馬区、狛江市につきましては、こちらの同様の請願
が出た当初から研究をさせていただいているところでございます」と答弁
した研究に関する全文書（※「同様の請願」とは平成27年11月18日第32
号：建築紛争の予防と調整に関する請願であるため、平成27年11月18日
以降の同課長が答弁したところの研究に関する全文書）

写しの交付 公開 住環境課

01050 R1.6.14 R1.6.17 現在開局している「文京区内の薬局」の一覧
⑴施設名称⑵所在地⑶開設者⑷電話番号⑸許可番号⑹許可期限（許可
終了日）⑺取り扱う医薬品区分（要指導医薬品、第一類医薬品等）

写しの交付 公開 生活衛生課

01051 欠番
01052 R1.6.14 R1.7.11 平成30年度学校評価報告における各小中学校ごと

⑴保護者アンケート（区共通項目）結果
⑵重点目標ごとの関係者評価の意見
⑶自己評価の結果
⑷学校関係者評価の結果
（教育指導課）

閲覧 公開 教育指導課

01053 R1.6.17 R1.6.17 文京区立関口台町小学校内装改修工事その他工事（Ⅱ期）の内訳書 写しの交付 公開 整備技術課
01054 R1.6.17 R1.6.24 飲食店営業許可施設一覧

【対象】令和元年5月1日～令和元年5月31日の期間に新規、更新の許可
を得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自
動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01055 R1.6.18 R1.6.18 平成30年度第二回財産価格審議会資料一式（鑑定評価書を除く） 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

資料第1号（建
物の算定につ
いて）の中の
建設事例のう
ち敷地面積、
建築面積、延
面積

01056 R1.6.19 R1.6.19 文京区自転車シェアリング利用者意向調査　回答結果 写しの交付 公開 管理課
01057 R1.6.21 R1.6.21 2017年12月4日の平成29年建設委員会で住環境課長が、（１）「まちづくり

条例に向けて（中略）他区の状況につきましては研究しておりまして」と答
弁した「他区の状況の研究」に関する全文書、（２）「比較検討しています
のは、（中略）目黒区と千代田区というところを比較検討している」と答弁
した両区の「比較検討」に関する全文書、（３）「千代田区と目黒区につき
ましては、協議体は別にあるかどうかについては（中略）そういったところ
も研究している」と答弁した両区の「協議体」の「研究」に関する全文書

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

（３）「千代田
区と目黒区に
つきましては、
協議体は別に
あるかどうか
については
（中略）そう
いったところも
研究している」
と答弁した両
区の「協議体」
の「研究」に関
する全文書

01058 R1.6.21 R1.6.21 文京区立誠之小学校改築その他工事の入札公告 写しの交付 公開 契約管財課
01059 R1.6.24 R1.7.3 令和元年5月1日から令和元年5月31日の間の新規飲食店営業許可施設

の一覧
【項目】屋号・営業所所在地・営業者氏名（法人の場合は、法人名及び法
人所在地、代表者氏名）・営業所電話番号・（法人の場合は、代表電話番
号）・許可業種（種目）・許可年月日・許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01060 R1.6.24 R1.6.28 文京区千駄木○丁目○番の街区地図（平成7年4月4日以前） 写しの交付 公開 区民課
01061 R1.6.26 R1.7.4 文京区保健所管轄内において、旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」の

許可を有している店舗名称、店舗電話番号,店舗所在地、営業者名称、営
業者所在地（法人に限る）、営業者電話番号、許可番号及び許可年月日
の一覧（エクセル形式）

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01062 R1.6.26 R1.6.26 2018年12月03日の平成30年建設委員会で、（１）住環境課長（当時）が
「練馬区から申入れの文書はあったのかという御質問ですけれども、確か
に申入れといいますか、文書をいただいたということはございます」と答弁
したところの練馬区から送られてきた文書、（２）上記文書に対して文京区
から練馬区へ送った文書、（３）事前調整制度の内容や状況を巡る文京区
の答弁内容や評価に関連し、狛江市や世田谷区から文京区に送られて
きた文書（※練馬区から送られてきたような文書）

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

（２）上記文書
に対して文京
区から練馬区
へ送った文書
（３）事前調整
制度の内容や
状況を巡る文
京区の答弁内
容や評価に関
連し、狛江市
や世田谷区か
ら文京区に送
られてきた文
書（※練馬区
から送られて
きたような文
書）

01063 R1.6.27 R1.6.27 道路区域変更告示図（文京区本郷○-○-○） 写しの交付 公開 管理課
01064 R1.6.27 R1.7.3 平成31年2月定例議会に提出された「建築紛争の予防と調整に関する請

願（第28号）の請願事項2において「府中市や国分寺市、鎌倉市をはじめ
とする全国の他の自治体の先行事例との比較調査・研究を踏まえ…」と
の部分に対し、2月25日の平成31年建設委員会で住環境課長が「請願に
伴いましては、これまでも他区市の建築紛争に係る事前調整制度の内容
や状況について、様々お話を伺ってまいりました」と答弁したところの府中
市、国分寺市、鎌倉市から「様々」「伺って」きたことを記録した文書並び
に「比較調査・研究」した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01065 R1.6.28 R1.6.28 ３つあります。１つは、昭和50年から昭和55年の職員名簿のうち、保健所
に係る職員の部分。もう１つは、平成12年から平成17年の職員名簿のう
ち、清掃事業に係る部の職員の部分。最後の１つは、平成３年から平成
11年までの清掃事業移管受け入れ準備やリサイクル推進に関する部署
があればその部署の職員名簿。

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

01066 R1.6.28 R1.7.2 文京区の旅館業営業施設一覧（以下が記載されたもの）
⑴営業施設の名称⑵営業施設の所在地⑶営業許可主体の名称（会社
名）⑷営業許可主体の代表者名⑸営業許可主体の住所（会社住所）
※個人経営の場合、個人情報保護に該当し開示できない場合は不要
⑹営業許可の日付⑺客室数⑻ホテル・旅館・簡易宿所・下宿の区別

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01067 R1.6.28 R1.7.3 平成30年11月定例議会受理第20号の「まちづくり推進要綱等の見直しと
区民主体のまちづくり支援策の充実を求める請願」に対する「請願の検討
結果について」（30文議第957-2号）において、請願事項2の「検討結果」に
ある「今後は他の自治体の先行事例も参考にしながら、区と区民による協
働・協治のまちづくりに努めてまいります」とあるところの平成31年1月31
日以降、地域整備課が「参考にし」た「他の自治体の先行事例」に関する
全文書

写しの交付 公開 地域整備課

01068 R1.7.1 R1.7.5 文京区指定デイサービス登録簿謄本写し・職員の構成 閲覧 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

従業者の氏名

01069 R1.7.1 R1.7.3 食品営業許可台帳の令和元年6月1日～6月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01070 R1.7.1 R1.7.5 文京区立小学校の今後の校外学習のありかたについてすべて 写しの交付 公開 学務課
01071 R1.7.1 R1.7.8 2018年09月21日の平成30年建設委員会において、萩原住環境課長（当

時）が「練馬区、世田谷区、それから狛江市の状況について御説明をさせ
ていただきましたけれども、それぞれ地域性というものはあるのかという
ふうに思っております。やはり文京区は、文京区の独自性を出して紛争調
整をするということで取扱いをしてございます」と答弁したところの、練馬
区、世田谷区、狛江市と文京区の地域性を比べた場合の「文京区の独自
性を出し」た「紛争調整」の「取扱い」に関する全文書

写しの交付 公開 住環境課

01072 R1.7.2 R1.7.12 １．指定管理者・東京ドームグループ・ミズノ共同事業体が指定管理者応
募時に区へ提出をした企画提案書一式
２．東京ドームグループ・ミズノ共同事業体が所管課へ提出をした第三者
委託申請書。
保存年限分全て

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人の顔が
写っている写
真、②法人印
影

01073 R1.7.2 R1.7.2 １．「目白台運動公園」前指定管理者・西武パートナーズが所管課に提出
をした駐車場利用金の際、端数が発生する現象についての報告書等一
式
２．令和元年5月1日～6月30日分の所管課作成の確認記録

写しの交付 公開 みどり公園課

01074 R1.7.2 R1.7.8 2018年06月19日の平成30年建設委員会において、まちづくり条例の制定
について検討するための協議会、研究会などの会議体の創設に関し、萩
原住環境課長（当時）が「まちづくり条例を制定するに当たって会議体を
作るといったことかと思いますけれども、そういったことは23区については
聞いてございません」と答弁したところの、文京区を除く22区において「ま
ちづくり条例を制定するに当たって会議体を作るといったこと」をしていな
い裏付け根拠を示す全ての文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01075 R1.7.2 R1.7.5 2020年度の岩井臨海学校や魚沼移動教室の検討資料の全て 写しの交付 公開 学務課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01076 取下げ
01077 R1.7.3 R1.7.3 令和元年6月時点職員名簿 写しの交付 公開 職員課
01078 R1.7.3 R1.7.9 2017年09月25日の平成29年建設委員会において、建築紛争予防に係る

制度に関連した検討会の設置について、住環境課長（当時）が「千代田区
ですとか目黒区ですとか、そういった他の区の23区の状況も比較検討し
ながら、慎重に研究を進めているという状況です」「23区の状況の現状を
把握して、調査研究をしているということでございます」と答弁したところ
の、文京区並びに練馬、世田谷、千代田、目黒各区を除いた18区の「状
況の現状」の「把握」と「調査研究」の結果（あるいは成果）を示す全ての
文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01079 R1.7.3 R1.7.3 文京区千駄木1丁目8-3、同8-4（住居表示）の細街路拡幅整備協議に関
する文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①電話番号、
個人の印影、
担当者名、担
当者の携帯電
話番号、②法
人の印影

01080 R1.7.3 R1.7.3 文京区千駄木○-○-○（住居表示）のマンション建築計画について
指定確認検査機関から受けた文書一式、および、文京区の回答の文書
一式
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者の氏
名、②法人の
印影

01081 R1.7.3 R1.7.5 次の4工事の金抜内訳書
・街路灯改修工事（その1）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その2）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その3）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その4）（令和元年度）

閲覧 公開 道路課

01082 R1.7.3 R1.7.10 1　令和元年6月1日～令和元年6月30日の間で飲食店営業の新規許可を
受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可
年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年6月1日～令和元年6月30日の間に理容・美容業の新規許可
を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01083 R1.7.4 R1.7.10 2019年2月25日の平成31年建設委員会において、他区市の建築紛争に
係る事前調整制度の内容や状況について住環境課長（当時）が「それは
電話によるお話、直接伺ってということもございましたけれども…」「他区
市の状況ですけれども、電話でお話を伺っているような状況でございま
す」と答弁したところの、（１）誰がいつ（年月日）、どの区市のどの部署の
誰に電話で話を聞いたか、（２）誰がいつ（年月日）、どの区市のどの部署
の誰に直接話しを聞いたのか－－の聴取記録に係わる全ての文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01084 R1.7.4 R1.7.4 文京区千駄木○-○-○（住居表示）のマンション建築工事および、それに
付随する擁壁築造工事のための緑化計画、特殊車両通行許可、特殊車
両通行認定、道路占用、沿道掘削等、土木部が保有する文書一式（決裁
文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 管理課 ①不存在（第12
条第2項）、②個
人情報（第7条第
2号）、③法人情
報（第7条第3
号）、④犯罪予防
（第7条第4号）

①特殊車両通
行許可、特殊
車両通行認
定、道路占
用、沿道掘
削、②名前、
③印影、④計
画建物の間取
り

01084 R1.7.4 R1.7.4 文京区千駄木○-○-○（住居表示）のマンション建築工事および、それに
付随する擁壁築造工事のための緑化計画、特殊車両通行許可、特殊車
両通行認定、道路占用、沿道掘削等、土木部が保有する文書一式（決裁
文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①担当者氏
名、印、②建
築主の印、③
図面上の間取
り位置

01085 R1.7.5 R1.7.10 2018年6月19日の平成30年建設委員会において、住環境課長（当時）が
「（宅地開発並びに中高層建築物の建設に関する）指導要綱につきまして
は、社会情勢の変化によりまして13回、改正をしてございます」と答弁した
ところの、13回それぞれの改正理由となる「社会情勢の変化」とは具体的
に何を指すかを記載した全文書

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

昭和62年1月1
日施行の第3
回改正の起案
文書

01086 R1.7.5 R1.7.5 指定工場廃止届
2019年　双文社
文京区本郷1丁目10番9号

閲覧 一部公開 環境政策課 法人情報（第7条
第3号）

印影

01087 R1.7.8 R1.7.8 文京区根津2丁目での新築の施工の件についてハウスメーカーの積水ハ
ウスが紛争防止条例に基づく行政への届出（近隣住民への説明の済ま
せの文書）をおこたり、不正が発覚した。積水ハウスから再度提出された
報告書。

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、電話番
号、建築物番
号
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01088 R1.7.8 R1.7.8 文京区からの令和元年7月3日付「2019文企広第275号」文書において、
「ご指摘の内容について、該当する区職員に対し調査を行った結果、記載
内容のような事実は確認できませんでした」と記載されたところの「調査」
の詳細かつ具体的内容並びにその「結果」にかかわる全ての文書

写しの交付 公開 都市計画課

01089 R1.7.9 R1.7.9 文京区から送られてきた令和元年7月3日付「2019文企広第275号」文書
において、「令和元年6月11日にいただきました「区民の声」に下記のとお
り回答いたします」と書いてあるところの「区民の声」として投稿された文
書、あるいは投稿された内容を記した文書

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
電話番号、印
影電話番号、
その他個人を
特定しうる情
報

01090 R1.7.9 R1.7.22 (1)2016年、文京区が株式会社明幸へ発注した、旧向丘地域活動セン
ター施設（文京区西片２丁目１番１、同１番２、同１番３、同１番４）の解体
工事に係る資料
・工程表（文京区標準契約約款（工事請負）第３条）
・履行報告に関する通知、報告、回答に関する文書（同11条）
・検査の完了に関する通知、報告、回答に関する文書（同31条）
・前払金、中間前前払金、代金の支払に係る請求、認定、受領に関する
文書（同32条、34条、34条の２）
(2)文京区が日本建設株式会社へ発注した、旧向丘地域活動センター施
設の境界塀の解体工事に係る資料
・工程表（文京区標準契約約款（工事請負）第３条）
・履行報告に関する通知、報告、回答に関する文書（同11条）
・検査の完了に関する通知、報告、回答に関する文書（同31条）
・契約代金、前払金、中間前前払金の支払に係る請求、認定、受領に関
する文書（同32条、34条、34条の２）
・西片二丁目２番４及び２番５との境界塀の解体工事前及び解体工事後
の写真

閲覧 一部公開 整備技術課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①個人の印
影、氏名、②
法人の印影、
③履行報告に
関する通知、
報告、回答、
前払金及び中
間前払金に関
する文書
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01090 R1.7.9 R1.7.19 (1)2016年、文京区が株式会社明幸へ発注した、旧向丘地域活動セン
ター施設（文京区西片２丁目１番１、同１番２、同１番３、同１番４）の解体
工事に係る資料
・解体工事請負契約書（文京区標準契約約款（工事請負）第１条１項（以
下、約款名を省略する）
・解体に関する図面及び仕様書及び質問回答書（同１条同１項）
・条件変更に関する通知、報告、回答に関する文書（同18条）
・検査の完了に関する通知、報告、回答に関する文書（同31条）
(2)文京区が日本建設株式会社へ発注した、旧向丘地域活動センター施
設の境界塀の解体工事に係る資料
・解体工事請負契約書（文京区標準契約約款（工事請負）第１条１項（以
下、約款名を省略する）
・解体に関する図面及び仕様書及び質問回答書（同１条同１項）
・条件変更に関する通知、報告、回答に関する文書（同18条）
・検査の完了に関する通知、報告、回答に関する文書（同31条）

閲覧 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

事業者の印影

01090 R1.7.9 R1.7.22 (3)平成28年３月16日、文京区が株式会社グッドライフケア東京と締結した
地域包括支援センター分室の用途に供する建物その他工作物の建設並
びに指定用途の事業運営に関する基本協定（以下、「基本協定書」とい
う）に係る資料
・基本協定書
・基本協定書締結前における、当事者間での基本協定書の建物解体及
び建物建設に係る質問、回答に関する文書
・株式会社グッドライフケア東京が日本建設株式会社へ発注した「（仮称）
グッドライフケアセンター向丘新築工事」契約書（以下「新築工事」という）
・新築工事の工程表
・文京区がグッドライフ東京及び日本建設株式会社から受けた履行報
告、条件変更、検査の完了、契約代金の支払に関する通知、報告、文京
区の回答に関する文書
・建築確認申請に関する書面一式

閲覧 一部公開 介護保険課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人（質問
者、検査員、
立会人、住
民、工事責任
者）の氏名、
印影、携帯番
号、メールアド
レス、工事の
内容、②法人
の印影

01091 R1.7.10 R1.7.10 申請日時点での、文京区における
・介護サービス事業の許可済み事業者の一覧
を、許可・届出番号／事業者番号など何らか存在する識別番号つきで、
開示可能な範囲の情報

写しの交付 公開 介護保険課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01091 R1.7.10 R1.7.18 申請日時点での、文京区における
・旅館営業許可済み事業者の一覧
・食品営業許可済み事業者の一覧
・理容所・美容所開設許可済み事業者の一覧
・クリーニング所開設許可済み事業者の一覧
を、許可・届出番号／事業者番号など何らか存在する識別番号つきで、
開示可能な範囲の情報

写しの交付 公開 生活衛生課

01092 R1.7.10 R1.7.10 文京区から送られてきた令和元年7月3日付「2019文企広第275号」文書
において、「ご指摘の内容について、該当する区職員に対し調査を行っ
た」と書いてあるところの「調査」なるものに関し、「調査」実施に当たって、
どのような手続き規定（あるいは手順）等に基づいて行ったかを裏付ける
手続き的根拠となる文書（調査指針、調査実施要領、調査実施ガイドライ
ン、調査手順書、区職員に対する調査に関する規定等）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01093 取下げ
01094 R1.7.11 R1.7.25 １．文京区立新江戸川公園、肥後細川庭園の指定管理者が応募時に提

出をした事業計画書
２．文京区立目白台運動公園に係る指定管理者選定委員会専門部会設
置要領

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人の顔写
真、配属先、
担当業務、通
算勤務時間、
保有資格

01095 R1.7.11 R1.7.11 関口○丁目○番○
早稲田鶴巻町○番○の行政境界に関する文書

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

測量士名

01096 R1.7.11 R1.7.25 ・平成30年度学校評価報告共通項目のうち区平均の数値の根拠
・各園・学校の学校評価の基準表と数値の根拠と評価内容
・各園・学校の重点目標ごとの関係者評価の意見

閲覧 一部公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

各園・学校の
重点目標ごと
の関係者評価
の意見

01097 R1.7.16 R1.7.16 世界コスプレサミット2019 in TOKYO
http://wcstokyo.news.cosplayers.global/archives/plan/about
の文京区の後援に係る申請書、および、後援を決裁した文書一式

写しの交付 一部公開 アカデミー推進
課

法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01098 R1.7.16 R1.7.25 平成31年4月1日現在、食品衛生関係施設名簿（自販機を除く） 写しの交付 公開 生活衛生課
01099 R1.7.17 R1.7.18 H30.12.5に出された30266

平成30年11月26日以降に提出された、根津・千駄木地域の中学校に特
別支援学級の設置を求める要望の全て（個人・団体）

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
郵便番号、電
話番号
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01100 R1.7.17 R1.7.23 文京区に報告された、文京区内全小学校のいじめ件数（過去5年分） 写しの交付 公開 教育指導課
01101 R1.7.17 R1.7.23 H31.1.15に出された、30314

(1)区内小学校別の学力調査結果が把握できるもの
(2)文京区内の小学校別の進学状況
※私立中学校への受験率、受験生徒数、合格率、合格者数など

写しの交付 一部公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

請求人氏名、
郵便番号、住
所、電話番号

01101 R1.7.17 R1.7.26 H31.1.15に出された、30314
(2)文京区内の小学校別の進学状況
※私立中学校への受験率、受験生徒数、合格率、合格者数など

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

01102 R1.7.19 R1.7.30 政務活動費収支報告書及び政務活動費現金出納帳
2015年から2018年全会派分

写しの交付 一部公開 区議会事務局 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

01103 R1.7.17 R1.7.17 羽田空港機能強化について、都の設置した連絡会を通し国の協議会に
提出した区の要望書
もし国交省からの回答があればその全文

写しの交付 一部公開 環境政策課 不存在（第12条
第2項）

01104 R1.7.17 R1.7.17 心身障害者家族と区政を話し合う集いに提出された要望書と区の回答
（各団体のもの全て）

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

団体名・会長
名

01105 R1.7.17 R1.7.23 （仮称）文京区児童相談所建設基本及び実施設計委託事業者募集に係
る以下の情報
・技術提案書類（当選案）
・審査結果採点等の詳細（各社分）

写しの交付 一部公開 子ども家庭支援
センター

法人情報（第7条
第3号）

事業者のノウ
ハウに係る情
報、採点等の
詳細の各事業
者名

01106 R1.7.17 R1.7.17 千駄木○－○マンション建設に関する図面及び景観協議結果 写しの交付 一部公開 住環境課 犯罪予防（第7条
第4号）

平面図の住戸
内部

01107 R1.7.17 R1.7.30 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関係施設名簿一覧
期間：平成31年4月1日から令和元年6月30日まで
開示請求事項
営業所所在地・ビル名（所在地順・郵便番号含む）、屋号、営業所電話番
号、営業者氏名（法人である場合は代表者氏名も）、営業者住所（法人に
限る）、営業者電話番号（法人に限る）、業種（「飲食店営業」・「喫茶店営
業」に限る。ただし「自動販売機」・「移動」は除く）、初回許可年月日、直近
許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01108 R1.7.17 R1.7.23 現シビックセンターの配置図、各階平面図、断面図（全て）、立面図（東西
南北）、建築概要表（建築に関する基本情報掲載ページ）及び「敷地面
積、建築面積、延べ床面積、各フロアの延べ床面積、ホール面積」が分
かる図面または表

写しの交付 一部公開 施設管理課 個人情報（第7条
第2号）

設計、監理、
施工関係者の
印影

01109 R1.7.18 R1.7.23 令和元年6月末時点で営業許可申請のある以下施設の一覧
（旅館業、理容所、美容所、クリーニング、コインシャワー、コインオペレー
ションクリーニング、興行場、公衆浴場、プール）
1.営業種別　2.施設の名称（店舗・屋号名）　3.施設の所在地　4.営業者名
※法人の場合は法人名称　5.法人代表者氏名　6.申請者（代表者）住所
※法人の場合は法人の住所、個人の場合は不要　7.法人の電話番号　8.
許可または届出年月日　9.許可または届出番号　10.客室数（旅館業の
み）

写しの交付 公開 生活衛生課

01110 R1.7.18 R1.7.18 建設リサイクル法届出
受付日　平成31年2月18日
受付№　第359号
表紙のみ

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

印影、発注者
氏名、住所、
郵便番号、電
話番号、元請
業者主任技術
者（監理技術
者）氏名

01111 R1.7.19 R1.7.24 岩井、魚沼移動教室に関する区民の声のすべてと回答のすべて（7月19
日現在回答のあるもの）

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
電話番号、年
齢、メールアド
レス、その他
個人を特定し
うる情報

01112 R1.7.19 R1.7.19 文京区本駒込○－○－○に関する指定作業場の調査
・届出者
・届出年月日
・有害物質の台帳の有無

閲覧 公開 環境政策課

01113 R1.7.22 R1.7.22 2017年12月4日の平成29年建設委員会において、住環境課長（当時）が
狛江市の調整会について「協議に時間が掛かりすぎて採算が合わないと
優良事業者が手を引く傾向が見受けられるようになってきたというデメリッ
トもあるとのことでございます」と答弁したことに関し、「協議に時間が掛か
りすぎて採算が合わないと優良事業者が手を引く傾向が見受けられるよ
うになってきたというデメリットもある」との答弁内容を客観的な合理的根
拠を持って裏付ける全ての文書（狛江市への聴取記録を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01114 R1.7.22 R1.7.22 2018年9月21日の平成30年建設委員会において、住環境課長（当時）が
「狛江市につきましては、事前調整制度を設けたことで時間が掛かり過ぎ
て、採算が合わないことで優良事業者が手を引く傾向が見受けられるよう
になってきたということでございます」と答弁したことに関し、「事前調整制
度を設けたことで時間が掛かり過ぎて、採算が合わないことで優良事業
者が手を引く傾向が見受けられるようになってきた」との答弁内容を客観
的な合理的根拠を持って裏付ける全ての文書（狛江市への聴取記録を含
む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01115 R1.7.22 R1.7.22 令和元年6月27日の建設委員会において、住環境課長が狛江市の制度
について「狛江市で行っている制度が有効に活用しているものであるとい
うことは伺っております」と答弁したことに関し、（１）いつ誰が誰から「伺っ
た」ことであるかを記した全ての文書、（２）「狛江市で行っている制度が有
効に活用しているものである」との答弁内容を客観的な合理的根拠を持っ
て裏付ける全ての文書（狛江市への聴取記録を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01116 R1.7.22 R1.7.31 飲食店営業許可施設一覧
【対象】令和元年6月1日～令和元年6月30日の期間に新規、更新の許可
を得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自
動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

01117 R1.7.22 R1.8.1 平成31年4月1日から令和元年6月30日までに届出のあった新築届及び
住居表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 公開 区民課

01118 R1.7.23 R1.7.23 2016年9月23日の平成28年建設委員会において、住環境課長（当時）が
「世田谷区、練馬区、狛江市については（中略）一応勉強はしております。
さらに、狛江市については現場に行かせていただいて、状況等も確認さ
せていただきました」と答弁したところの、（１）「狛江市について」「現場に
行かせていただいて」「確認させていただいた」のはいつ誰が誰からのも
のであったのかを記録した全ての文書、（２）「現場に行かせていただい
て」「確認させていただいた」「状況等」に関する全ての文書（関係者に対
する聴取記録含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01119 R1.7.23 R1.7.23 2017年12月4日の平成29年建設委員会において、住環境課長（当時）が
世田谷区、練馬区、狛江市の「当該自治体におきましては、以前より調査
研究をしてきたところですけれども、再度ヒアリングを行いました」と答弁し
たところの、（１）「再度ヒアリング」はいつ誰が誰に対して行ったものであ
るかを記録した文書、（２）「再度ヒアリング」した結果を記録した文書、（３）
「再度ヒアリング」前の「ヒアリング」はいつ誰が誰に対して行ったものであ
るかを記録した文書、（４）「再度ヒアリング」前の「ヒアリング」した結果を
記録した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01120 R1.7.23 R1.7.23 2017年12月4日の平成29年建設委員会において、住環境課長（当時）が
世田谷区、練馬区、狛江市の「いずれの仕組み」についても「早期に事前
協議を行っても、必ず成果が上がるものではないということでございまし
た」と答弁したところの、3区市に於いて「早期に事前協議を行っても、必
ず成果が上がるものではない」との答弁内容を客観的な合理的根拠を
持って裏付ける全ての文書（3区市への聴取記録を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01121 R1.7.23 R1.8.2 令和元年6月27日の建設委員会において、小日向二丁目のワンルームマ
ンション建設計画について建築指導課長が「住民の方が建築確認申請を
区に出して、審査してもらいたいというような御要望がありました」と答弁し
たところの、（１）いつ、（２）誰が（具体的な氏名は非公開でも可）、（３）どう
いう方法で（電話なのか、メールなのか、訪問なのか等）、具体的にどの
ように要望したのかを巡り、証拠として示すことができる客観的事実等を
記した裏付けとなる記録に関する全ての文書

写しの交付 公開 住環境課

01122 R1.7.23 R1.7.23 文京区小石川2-6 佐佐木奉公会の建築計画について建築指導課が受け
た文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01123 R1.7.23 R1.7.23 文京区小石川2-6 佐佐木奉公会の建築計画について景観に係る文書一
式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者名、
②法人の印影

01124 R1.7.23 R1.7.23 堀坂（文京区道第207号線）のガードポールが抜けたままになっていること
について開発事業者とやりとりした内容がわかる文書一式（決裁文書等
を含む。）

写しの交付 公開 管理課

01125 R1.7.23 R1.7.23 ・地下水揚水量報告書一覧（個人宅を除く）
　事業所名、所在地、業種・作業の種別、井戸本数、揚水機の出力、井戸
の深度又はストレーナーの位置、吐出口断面積、設置年月日
・地下水揚水記録（最新1年分）

写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人氏名、
②法人の印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01126 取下げ
01127 R1.7.25 R1.7.25 令和元年度岩井臨海学校の実施要項 写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条

第2号）
口座情報、電
話番号

01128 R1.7.25 R1.7.26 千駄木○－○の景観協議及び届出に関する文書一式 写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①担当者氏
名、②建築主
の印影、③平
面図の住戸内
部

01129 R1.7.26 R1.7.26 地番　文京区西片1丁目10番289、882（西片1丁目14番7号）有料老人
ホーム設置について、近隣住民、関係行政機関への説明内容、協議内容
がわかる文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01130 R1.7.29 R1.7.29 工場台帳（中村製作所）
向丘○－○－○

写しの交付 公開 環境政策課

01131 R1.7.29 R1.8.2 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、建築主／施工者
／賃借人／老人ホーム運営会社からの事前の相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 一部公開 介護保険課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人の氏
名、②法人の
印影

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区都市計画部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種
条例・要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区都市計画部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種
条例・要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区都市計画部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種
条例・要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区都市計画部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種
条例・要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区土木部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種条例・
要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話やメー
ルによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人の氏
名、電話番
号、②法人の
印影

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区土木部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種条例・
要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話やメー
ルによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01132 R1.7.30 R1.7.30 西片○-○-○（旧住居表示）／西片○-○-○、○（地番表示）で計画され
ている建築物の建設に関し、建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／賃借人（荒井商店）／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）から文
京区土木部各課・各係への事前の相談や確認、問い合わせ、各種条例・
要綱等の手続き（事前協議含む）等に関して記載した全文書（電話やメー
ルによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01133 R1.7.30 R1.7.30 平成30年11月13日第20号の「請願」に関する「請願の検討結果について」
（30文議第957-2号）において、「請願の検討結果報告書（最終報告）」の
「検討結果」の欄で「上記要綱における制度上の課題が生じた際には、関
連する項目を一つ一つ点検し、必要に応じて要綱の見直しも含め、適切
な対応に努めてまいります」と書いてあるところの「上記要綱における制
度上の課題が生じた際には」という点検の条件を区民が「請願」において
求めた事実を立証する文書（区民によるメール・電話等での陳情・要望等
の記録を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01134 R1.7.30 R1.7.30 令和元年5月1日以降に開催された「今後の議会運営に係る懇談会」に関
する（1）事前配布資料、（2）懇談会での配布資料、（3）懇談会後に作成さ
れた議事録・会議録・要点記録等の配付資料など全ての文書

写しの交付 一部公開 区議会事務局 ①不存在（第12
条第2項）、②法
人情報（第7条第
3号）、③行政運
営情報（第7条第
6号）

①（1）及び（3）
の文書、②
（2）中の法人
の営業に係る
情報、③（2）
中の実施機関
の契約事務に
関する情報

01135 R1.7.30 R1.7.30 「目白台運動公園」評価検討会議事録等関係書類一式
平成３０年７月開催分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01136 R1.7.31 R1.7.31 文京区職員の懲戒処分の指針等一式
（例規集で確認を出来る書類は除く）

写しの交付 公開 職員課

01137 R1.7.31 R1.8.5 平成30年11月13日第20号の「請願」に関する「請願の検討結果について」
（30文議第957-2号）の検討結果の補足文書（30文都地第680号）におい
て、「それらの課題が本要綱等の規定に関わるものであるならば、必要に
応じた見直しを行うなど、適切な対応を行ってまいります」と書いてあると
ころの「それらの課題が本要綱等の規定に関わるものであるならば」とい
う点検や見直しの条件を区民が「請願」あるいは「区民の声」等を通じて求
めたという事実を立証する文書（電話等での口頭での陳情・要望等の記
録を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01138 R1.7.31 R1.8.2 小日向2-6-10（住居表示）においてジェクトワンが計画していた長屋建設
にかかわる各種条例・施行規則・指導要綱等の手続きに関する全ての文
書（計画変更・撤回等に伴う取下書等含む）並びに同件に関するジェクト
ワンから文京区各部課・係へのメール・電話等での問い合わせ・照会等
の全ての記録

写しの交付 一部公開 住環境課 ①不存在（第12
条第2項）、②個
人情報（第7条第
2号）、③法人情
報（第7条第3
号）、④犯罪予防
（第7条第4号）

①ジェクトワン
から文京区各
部課・係への
メール・電話
等での問い合
わせ・照会等
の全ての記
録、②印影
（個人）、担当
者名③印影
（法人）、④平
面図の住戸内
部

01138 R1.7.31 R1.8.2 小日向2-6-10（住居表示）においてジェクトワンが計画していた長屋建設
にかかわる各種条例・施行規則・指導要綱等の手続きに関する全ての文
書（計画変更・撤回等に伴う取下書等含む）並びに同件に関するジェクト
ワンから文京区各部課・係へのメール・電話等での問い合わせ・照会等
の全ての記録

写しの交付 一部公開 建築指導課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01138 R1.7.31 R1.7.31 小日向2-6-10（住居表示）においてジェクトワンが計画していた長屋建設
にかかわる各種条例・施行規則・指導要綱等の手続きに関する全ての文
書（計画変更・撤回等に伴う取下書等含む）並びに同件に関するジェクト
ワンから文京区各部課・係へのメール・電話等での問い合わせ・照会等
の全ての記録

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①担当者氏
名、印、②建
築主の印、③
図面上の間取
り位置

01139 R1.8.1 R1.8.6 文京区小石川2-6-20（住居表示、河合塾本郷校の北側隣地）の社務所
兼保育所建築計画について幼児保育課が関係者、関係機関とやりとりし
た内容がわかる文書一式（決裁文書等を含む。区役所内の関係者とのや
りとりを含む。）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③行政運
営情報（第7条第
6号）

①個人の氏
名、住所が特
定できる情
報、②法人の
印影、財務諸
表、定款、③
保育所認可申
請の検査に関
する情報

01140 R1.8.1 R1.8.14 食品営業許可台帳の令和元年7月1日～7月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01141 R1.8.1 R1.8.5 岩井臨海学校について、岩井以外での実施について検討した情報の全
て

写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01142 R1.8.1 R1.8.5 岩井臨海学校の代替事業として連携自治体との自然体験事業等の実施
について検討した情報の全て

写しの交付 一部公開 学務課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

送付先自治体

01143 R1.8.1 R1.8.1 指定地域密着型サービス事業所廃止届及び文京区総合サービス事業廃
止届

写しの交付 一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01144 R1.8.2 R1.8.13 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の評価検討会、評価検討委員
会の議事録の決裁関係の書類一式（開催日、作成日、承認過程が判明
するもの）
２．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」指定管理者評価検討会、評価
委員会の設置要綱等一式

写しの交付 公開 みどり公園課

01145 R1.8.5 R1.8.5 令和元年6月28日総務区民委員会の令和元年6月5日第○号の「請願」審
議において、○○○○委員が「……」という発言にあるところの、「この請
願者」（＝○○○○）が令和元年6月定例議会より前に、文京区議会に対
して提出した「請願」文書

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01146 R1.8.5 R1.8.5 令和元年6月28日総務区民委員会の令和元年6月5日第○号の「請願」審
議において、○○○○委員が「……」「……」という発言にあるところの、
「請願」提出に当たっての「マナー」及び「マナー違反」並びに同文脈上の
「そういう手続」に関することを定めた文書

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01147 R1.8.5 R1.8.5 文京区六義公園運動場管理事務所棟改築工事の工事内訳書 写しの交付 公開 整備技術課
01148 R1.8.5 R1.8.5 移動教室・岩井臨海学校に関する「区民の声」関係一式 写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条

第2号）
氏名、住所、
電話番号、年
齢、メールアド
レス、その他
個人を特定し
うる情報

01149 R1.8.5 R1.8.5 移動教室岩井臨海学校のあり方検討会の会議録一式 写しの交付 公開 学務課
01150 R1.8.5 R1.8.14 1　令和元年7月1日～令和元年7月31日の間で飲食店営業の新規許可を

受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可
年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年7月1日～令和元年7月31日の間に理容・美容業の新規許可
を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01151 R1.8.6 R1.8.6 １．「目白台運動公園」前指定管理者、「肥後細川庭園」現指定管理者・構
成員の西武造園が豊島区に於いて独禁法違反行為により、豊島区競争
入札参加停止及び指名停止等措置要綱別表第２第３号に該当し、令和
元年７月１９日より１年間の指名停止になった事実について区、所管課へ
報告をした事実が分かる書類等一式
２．１の事実を知り、区、所管課が報告を求めた書類等一式
３．１、２の事実が分かる所管課作成の確認記録等一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

請求内容のう
ち、1及び2

01152 R1.8.6 R1.8.6 (1) 文京区西片1-14（住居表示，文化シャッターの東側敷地）の有料老人
ホーム建築計画について
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関
する条例に基づく文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01152 R1.8.6 R1.8.6 (2) 文京区小石川2-6-20（住居表示、河合塾本郷校の北側隣地）の佐佐
木奉公会の建築計画について
工事車両の通行経路がわかる文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01152 R1.8.6 R1.8.6 (3) 文京区小石川2-6-20（住居表示、河合塾本郷校の北側隣地）の佐佐
木奉公会の建築計画について
みどり公園課が保有する文書一式
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏
名、印影、②
建築主印影

01153 R1.8.8 R1.8.20 2018年9月1日～2019年7月31日に新規で飲食店の営業許可を取得した
施設と2018年9月1日～2019年7月31日に新規で理美容の営業許可を取
得した施設の営業所所在地・営業所名・申請者名・許可年月日の一覧
飲食店の場合、自動車・自動販売機による営業や臨時的営業は除く

写しの交付 公開 生活衛生課

01154 R1.8.8 R1.8.8 （仮称）FARE茗荷谷Ⅰ新築工事
（仮称）FARE茗荷谷Ⅱ新築工事
近隣住民への説に使った配布資料

写しの交付 公開 住環境課

01155 R1.8.8 R1.8.23 平成30年度学校評価に係る一式 写しの交付 公開 教育指導課
01156 R1.8.9 R1.8.15 広報課長名による「2019文企広第386号」において、「本区では、区民等

から寄せられた区政に対する意見、要望等については、その件名にかか
わらず、「文京区区民の声取扱要綱に基づき「区民の声」として対応して
おります」と書いてあるところの、日本国憲法第十六条並びに請願法に基
づいて区民が提出した区長宛ての「請願」を「「文京区区民の声取扱要
綱」に基づき「区民の声」として」受け付け、処理するに当たって、手続き
的根拠なる同要綱における具体的な条項

写しの交付 公開 広報課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01157 R1.8.9 R1.8.15 広報課長名による令和元年8月9日付け「2019文企広第386号」において、
「本区では、区民等から寄せられた区政に対する意見、要望等について
は、その件名にかかわらず、「文京区区民の声取扱要綱に基づき「区民
の声」として対応しております」と書いてあるところの、日本国憲法第十六
条並びに請願法に基づいて区民が提出した区長宛ての「請願」という文
言を「件名」と分類することの文京区における手続き的な根拠を記した文
書（条例、要綱、指針等）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01158 R1.8.9 R1.8.9 文京大塚みどりの郷、大塚福祉作業所等の大規模改修工事に係る協定
書の詳しい内容について

写しの交付 一部公開 福祉政策課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01159 R1.8.9 R1.8.15 広報課長名による令和元年8月5日付け「2019文企広第386号」において、
「本区では、区民等から寄せられた区政に対する意見、要望等について
は、その件名にかかわらず、「文京区区民の声取扱要綱に基づき「区民
の声」として対応しております」と書いてあるところの、日本国憲法第十六
条並びに請願法に基づいて区民が提出した区長宛ての「請願」を「区民等
から寄せられた区政に対する意見、要望等」と分類することについての文
京区における手続き的な根拠を記した文書（条例、要綱、指針等）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01160 R1.8.9 R1.8.21 成澤廣修文京区長の在任中に於いて、（１）日本国憲法第十六条並びに
請願法に基づいて区民が提出した区長宛ての「請願」文書、（２）日本国
憲法第十六条並びに請願法に基づいて区民が提出した区長宛ての「請
願」を「請願」として受け付け、「請願」として処理した回答文書、（３）日本
国憲法第十六条並びに請願法に基づいて区民が提出した区長宛ての
「請願」を「区民の声」として受け付け、「区民の声」として処理した回答文
書

写しの交付 一部公開 広報課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①氏名、住
所、電話番
号、その他個
人を特定しう
る情報、②請
求内容のうち
⑵に相当する
情報

01161 R1.8.9 R1.8.9 総務課長との面会（2019年8月8日17時前後）において、文京区民が文京
区長宛てに提出した「請願」を、文京区長が区民の同意を得ることなく「区
民の声」として処理したことについて、「文京区には区長宛ての請願に関
する手続きがないため、区の判断で「区民の声」として回答した」との発言
に関し、「請願」を「区民の声」として処理するという裁量権を、文京区にお
いて誰が有するかを規定した文書（条例、要綱、指針等）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01162 R1.8.9 R1.8.9 総務課長との面会（2019年8月8日17時前後）において、文京区民が文京
区長宛てに提出した「請願」を、文京区長が区民の同意を得ることなく「区
民の声」として処理したことについて、「文京区には区長宛ての請願に関
する手続きがないため、区の判断で「区民の声」として回答した」との発言
に関し、「区の判断」なるものをいついかなる会議体において機関決定し
たのかを示す文書

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

01163 R1.8.9 R1.8.9 総務課長との面会（2019年8月8日17時前後）において、文京区民が文京
区長宛てに提出した「請願」を、文京区長が区民の同意を得ることなく「区
民の声」として処理したことについて、「文京区には区長宛ての請願に関
する手続きがないため、区の判断で「区民の声」として回答した」との発言
に関し、「区の判断」が合理的根拠に基づいて行われたことを裏付ける文
書（条例、要綱、指針等）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

01164 R1.8.9 R1.8.9 文京区千石4-35-13にて建設中の「ALERO千石2」の工事車両が文京区
の区道（特に特別区道文第849号や特別区道文第45号）を通行すること
に関し、事業者側からの「車両通行認定申請」や「特殊車両の通行許可
申請」にかかわる文書並びに認定・許可の可否が分かる文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01165 R1.8.9 R1.8.20 食品営業許可台帳
項目：営業所の屋号、所在地、電話番号、申請された方の氏名（法人の
場合は代表者の氏名、所在地、電話番号）、業種、業態、最初の許可年
月日、許可満了日（自動販売機、移動販売など特殊な業種も含めた全
データ）
期間：H31年4月1日～R元年7月末分新規

写しの交付 公開 生活衛生課

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 福祉政策課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 高齢福祉課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 国保年金課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）
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01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01166 R1.8.9 R1.8.22 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年7月29日
～8月9日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社から
の福祉部、都市計画部、土木部の各課・各係への相談や確認、問い合わ
せ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面談記録を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01167 R1.8.13 R1.8.13 「特定粉じん排出等作業実施届出書」の「特定建築材料の種類」が「①吹
付け石綿」に該当するものの表紙2枚（平成30年度分）

写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①電話番号、
②法人印影
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01168 R1.8.13 R1.8.20 令和元年8月13日における高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可
企業の営業社名・所在地と法人の場合、届出代表者氏名・住所、主たる
事務所

写しの交付 公開 生活衛生課

01169 R1.8.15 R1.8.15 今年度、各区立小・中学校で保護者宛てに配布された水筒持参に関する
文書全て

写しの交付 非公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

01170 R1.8.15 R1.8.15 文京シビックセンター駐車場条例施行規則第六条第一項第一号の「区議
会議員の職にある者　年額二万五千円」において、「年額二万五千円」と
定めるに当たっての積算根拠など使用料設定の合理的な裏付け根拠を
示した文書並びにそれらの根拠等を巡る議論や審議等にかかわる全て
の記録文書（区職員間並びに区職員と区議間の電話やメール、面談等に
よるやり取り等のメモ等を含む）

写しの交付 一部公開 施設管理課 不存在（第12条
第2項）

根拠等を巡る
議論や審議等
にかかわる全
ての記録文書
（区職員間並
びに区職員と
区議間の電話
やメール、面
談等によるや
り取り等のメ
モ等を含む）

01171 R1.8.15 R1.8.15 文京シビックセンター駐車場条例施行規則第六条第一項第一号の「区議
会議員の職にある者　年額二万五千円」について、その料金設定が現状
に於いても相応しいとする妥当性や合理性を裏付ける根拠を示した文書
並びに料金設定が現状に於いても相応しいかどうかの検討等を巡る議論
や審議等にかかわる全ての記録文書（区職員間並びに区職員と区議間
の電話やメール、面談等によるやり取り等のメモ等を含む）

写しの交付 非公開 施設管理課 不存在（第12条
第2項）

01172 R1.8.15 R1.8.15 平成30年度の湯島図書館の指定管理者と文京区が結んだ年度協定書と
基本協定書

閲覧 一部公開 真砂中央図書館 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01173 R1.8.15 R1.8.15 文京シビックセンター駐車場条例施行規則第六条第一項第一号（区議会
議員の職にある者　年額二万五千円）に関し、区議に対して駐車場の使
用目的を定めずに一般区民より定額・低料金で使えるようにしていること
が適切かつ相当であることを合理的に裏付ける根拠を示した文書並びに
区議に於いては使用目的を定めずに使用させることが適切かつ相当であ
るかどうかを巡る議論や審議等にかかわる全ての記録文書（区職員間並
びに区職員と区議間の電話やメール、面談等によるやり取り等のメモ等
を含む）

写しの交付 非公開 施設管理課 不存在（第12条
第2項）

01174 R1.8.16 R1.8.16 １．目白台運動公園、肥後細川庭園「評価検討会」平成３０年７月開催
所管課の回議用紙、起案内容が分かる書類一式

写しの交付 公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01175 R1.8.16 R1.8.21 日本国憲法第十六条並びに請願法に基づいて文京区民が提出した文京
区長宛ての「請願」を、「文京区区民の声取扱要綱」に基づき「区民の声」
として受け付け、処理する判断権者が文京区において誰であるかを定め
た規定（条例、要綱、指針、手続き規定等）を記した文書

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01176 R1.8.16 R1.8.21 日本国憲法第十六条並びに請願法に基づいて文京区民が提出した文京
区長宛ての「請願」を、文京区長の権限において「文京区区民の声取扱
要綱」に基づき「区民の声」として受け付け、処理することを命じられる裁
量権の根拠となる規定（条例、要綱、指針、手続き規定等）を記した文書

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01177 R1.8.16 R1.8.21 日本国憲法第十六条並びに請願法に基づいて文京区民が提出した文京
区長宛ての「請願」を、「文京区区民の声取扱要綱」に基づき「区民の声」
として受け付け、処理するにあたり、日本国憲法第十六条並びに請願法
第六条で規定した「差別的待遇を受けない」との人権配慮を文京区の規
定（条例、要綱、指針、手続き規定等）としても定めた文書

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01178 R1.8.16 R1.8.21 行政情報公開請求（受付番号01-160）に対する行政情報一部公開決定
通知書（2019文企広第538号）の「対象行政情報(1)」から、○○○○が令
和元年6月20日付で文京区長に提出した、「緑の量」の指標等に関する
「請願」を除外し、その回答（2019文土公第318号）も「回答文書」から除外
する命令（指示）やその理由・根拠等を記した決裁文書等

写しの交付 非公開 広報課

01179 R1.8.16 R1.8.23 令和元年8月16日における高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出
に係る書類
①営業所名、所在地及び電話番号
②営業者氏名（法人の場合は、さらに代表者氏名及び主たる事務所の所
在地）
※みなしの届出は除く

写しの交付 公開 生活衛生課

01180 R1.8.19 R1.8.27 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の所管課の対応確認記録
　　令和元年7月～8月
２．「肥後細川庭園」指定管理者が所管課へ提出をした第三者委託申請
書（高木、低木、樹木管理等）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01181 R1.8.19 R1.8.19 １．平成30年7月開催「目白台運動公園、肥後細川庭園」「評価検討会」に
於ける質疑応答事項の質問予定事項を記載した書類一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01182 R1.8.19 R1.8.27 飲食店営業許可施設一覧
【対象】令和元年7月1日～令和元年7月31日の期間に新規、更新の許可
を得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自
動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

01183 R1.8.19 R1.8.30 １．平成28年10月11日に選定された「文京区営住宅等の管理運営」の指
定管理者に関する下記書類
1)区営住宅等の管理運営事業計画書
2)管理運営経費見積書
3)区営住宅等の管理運営における経理規定
4)区営住宅等の管理運営における緊急事態発生時のマニュアル

写しの交付 一部公開 福祉政策課 個人情報（第7条
第2号）

緊急対応マ
ニュアルのう
ち、住所及び
電話番号

01183 R1.8.19 R1.9.2 ２．平成30年11月20日に選定された「文京区立目白台運動公園の管理運
営」の指定管理者に関する下記書類
1)事業計画書
2)収支計画書
3)管理運営における経理規定
4)管理運営における緊急事態発生時のマニュアル

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名、
顔写真、電話
番号

01184 R1.8.20 R1.8.20 文京シビックセンター駐車場条例施行規則第六条第一項第一号におい
て、区議の費用弁償（日額旅費三千円）があるにもかかわらず、「区議会
議員の職にある者　年額二万五千円」と定めるに当たっての整合性の合
理的根拠を示した文書並びにそれらの根拠等を巡る区役所内の議論や
審議等にかかわる全ての記録文書（区職員間並びに区職員と区議間の
電話やメール、面談等によるやり取り等のメモ等を含む）

写しの交付 非公開 施設管理課 不存在（第12条
第2項）

01185 R1.8.20 R1.8.20 行政情報公開請求書（01-170）に対する一部公開決定通知（2019文施施
第166号）の「シビックセンター公共駐車場定期使用料　算出根拠」におい
て、「私的な議員活動について使用する場合について課金」で1日の使用
時間を「4時間」、1月の日数を「5日」とした合理的な裏付け根拠を示した
文書並びにそれらの根拠等を巡る区役所内の議論や審議等にかかわる
全ての記録文書（区職員間並びに区職員と区議間の電話やメール、面談
等によるやり取り等のメモ等を含む）

写しの交付 非公開 施設管理課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01186 R1.8.20 R1.8.20 行政情報公開請求書（01-170）に対する一部公開決定通知（2019文施施
第166号）の「シビックセンター公共駐車場定期使用料　算出根拠」におい
て、「5カ月の私用期間」（＝5万円）に対し、「1／2」という減額幅に決めた
合理的な裏付け根拠を示した文書並びにそれらの根拠等を巡る区役所
内の議論や審議等にかかわる全ての記録文書（区職員間並びに区職員
と区議間の電話やメール、面談等によるやり取り等のメモ等を含む）

写しの交付 非公開 施設管理課 不存在（第12条
第2項）

01187 R1.8.20 R1.9.3 １．平成30年7月開催「目白台運動公園」「評価検討会」議事録（要旨） 写しの交付 公開 みどり公園課

01188 R1.8.20 R1.8.20 本郷6丁目14番先の区域変更の告示文 写しの交付 公開 管理課

01189 R1.8.21 R1.8.21 湯島○-○-○　○○ビルの民泊に係る定期報告書の記載内容について
（平成30年6月から令和元年8月提出分）

写しの交付 公開 アカデミー推進
課

01190 R1.8.22 R1.8.22 受付番号27-111で開示された「春日・後楽園駅前再開発事業の大型建築
物検討分科会で事業者から提出された資料」の一式

写しの交付 公開 都市計画課

01190 R1.8.22 R1.9.3 ・春日・後楽園駅前再開発事業に係る、事業者から提出された建築工事
費額
・受付番号25-184で開示された「春日・後楽園駅前再開発に関し、平成22
年度以降、組合の総会等に出席したり、打合せ会議等に参加して得た情
報や把握した事業の進捗状況及び指導・助言の内容がわかる文書（液状
化、長周期地震動、風環境に関する追加調査報告を含む）」の一式

写しの交付 公開 地域整備課

01191 R1.8.22 R1.8.26 文京区大塚1-10-2の埋蔵文化財試掘に関する資料 写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人情報

01192 R1.8.23 R1.8.26 平成30年度における監査委員の各種合議（会議・協議等含む）の議事
録・会議録・発言録・要点記録等を作成するにあたり監査事務局職員が
作成した記録・メモ等、並びに各種合議（会議・協議等含む）の議事録・会
議録・発言録・要点記録等の補足・補充等のために監査事務局として作
成した全ての文書

写しの交付 非公開 監査事務局 不存在（第12条
第2項）

01193 R1.8.23 R1.8.26 平成30年度における監査委員の各種合議（会議・協議等含む）の議事
録・会議録・発言録・要点記録等（監査委員の要請で執行機関が提出あ
るいは開示した資料は含まない）

写しの交付 公開 監査事務局

01194 R1.8.23 R1.8.23 西片一丁目で計画されている有料老人ホームに関し、事業主及び建築主
等から介護保険課に対し行われた相談等に関する記録

写しの交付 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名等
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01195 R1.8.23 R1.9.5 下記の課において扱っている損害保険契約の保険証券（あれば明細含
む）
※請求日時点で有効な保険契約
総務課、職員課、契約管財課、危機管理室防災課、区民課、経済課、ア
カデミー推進課、スポーツ振興課、福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉
課、生活福祉課、介護保険課、子育て支援課、幼児保育課、子ども家庭
支援センター、健康推進課、保健サービスセンター、地域整備課、住環境
課、管理課、道路課、みどり公園課、文京清掃事務所、施設管理課

写しの交付 一部公開 総務課、契約管
財課、防災課、
区民課、アカデ
ミー推進課、ス
ポーツ振興課、
高齢福祉課、幼
児保育課、健康
推進課、保健
サービスセン
ター、道路課、み
どり公園課、文
京清掃事務所、
施設管理課（全
14課）

①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③行政運
営情報（第7条第
6号）

①被保険者の
氏名、住所、
性別、年齢及
び担当者氏
名、②法人印
影、③証券番
号

01195 R1.8.23 R1.9.5 下記の課において扱っている損害保険契約の保険証券（あれば明細含
む）
※請求日時点で有効な保険契約
総務課、職員課、契約管財課、危機管理室防災課、区民課、経済課、ア
カデミー推進課、スポーツ振興課、福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉
課、生活福祉課、介護保険課、子育て支援課、幼児保育課、子ども家庭
支援センター、健康推進課、保健サービスセンター、地域整備課、住環境
課、管理課、道路課、みどり公園課、文京清掃事務所、施設管理課

写しの交付 非公開 職員課、経済
課、福祉政策
課、障害福祉
課、生活福祉
課、介護保険
課、子育て支援
課、子ども家庭
支援センター、
地域整備課、住
環境課、管理課
（全11課）

不存在（第12条
第2項）

01196 R1.8.23 R1.9.4 下記の課において扱っている損害保険契約の保険証券（あれば明細含
む）
※請求日時点で有効な保険契約
教育総務課、教育指導課、児童青少年課、教育センター

写しの交付 一部公開 教育総務課、教
育指導課、児童
青少年課、教育
センター（全4課）

①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③行政運
営情報（第7条第
6号）

①被保険者に
関する情報、
②法人印影、
③証券番号

01197 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの都市計画部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要
綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話や
メールによる相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を
含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01197 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの都市計画部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要
綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話や
メールによる相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を
含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01197 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの都市計画部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要
綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話や
メールによる相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を
含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01197 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの都市計画部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要
綱等の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話や
メールによる相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を
含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01198 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの土木部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01198 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの土木部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01198 R1.8.26 R1.8.26 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの土木部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01199 R1.8.26 R1.8.27 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの福祉部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 福祉政策課 不存在（第12条
第2項）

01199 R1.8.26 R1.8.27 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの福祉部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 高齢福祉課 不存在（第12条
第2項）

01199 R1.8.26 R1.8.27 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの福祉部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）

01199 R1.8.26 43704 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの福祉部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

01199 R1.8.26 R1.8.27 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの福祉部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 公開 介護保険課

01199 R1.8.26 R1.8.27 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月10日
～8月25日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの福祉部各課・各係への相談や確認、問い合わせ、各種条例・要綱等
の手続き（変更・取り下げ含む）等に関して記載した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 国保年金課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01200 R1.8.26 R1.9.3 【件名】飲食店営業許可施設一覧
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

01201 R1.8.26 R1.8.29 文京区内の美容所のデータ一覧
店舗名、店舗住所、店舗電話番号、開設法人名

写しの交付 公開 生活衛生課

01202 R1.8.26 R1.8.26 礫川公園の平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
01203 R1.8.26 R1.8.28 令和元年7月24日に「文京区議会への意見」として送付した「令和元年6月

28日総務区民委員会における委員の発言について」と、7月25日に同じく
送付した「（追伸）令和元年6月28日総務区民委員会における委員の発言
について」への対応に関する全ての記録文書（区議会事務局職員による
メモ、区議への聴取及び事実確認の検討内容、区議の発言撤回の諾否、
議事録削除に関する各会派・区議の話し合いの要点記録やメモを含む）

写しの交付 一部公開 区議会事務局 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、住
所、電話番号
及びメールア
ドレス

01204 R1.8.26 R1.8.26 ・神明都電車庫跡公園の現況平面図
・神明都電車庫跡公園の植栽台帳

写しの交付 公開 みどり公園課

01205 R1.8.27 R1.8.27 西片1-14-7で計画している有料老人ホームを巡る地元区民らを対象にし
た「説明会」（第1回7月25日、第2回8月8日）に関して、建築主／施工者／
賃借人／老人ホーム運営会社ら事業者側が文京区に対して行ったそれ
ぞれの「説明会」の報告（電話・メール・面会における口頭報告を含む）を
記録した文書並びに事業者側が文京区に提出したそれぞれの「説明会」
の報告文書（事業者側が作成した「説明会」の議事録含む）

写しの交付 公開 介護保険課

01206 R1.8.28 R1.8.29 令和元年8月19日付「第東日本19-12607号」の確認審査報告書と添付書
類について、差替えがされること、および、差替えの内容がわかる文書
（建築指導課によるメモ書き等を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①構造計算適
合性判定員氏
名、②法人印
影、建築工事
費予定額

01207 R1.8.28 R1.8.28 堀坂（文京区道第207号線）のガードポールが抜けたままになっていたこ
とについて文京区および開発事業者の対応がわかる文書一式（本年7月
23日以降のもの。決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、携
帯電話番号

01208 R1.8.29 R1.8.29 1993年8月27日に発生した台風11号で、床上浸水した場所（119世帯）の
住所、床下浸水した場所（675世帯）の住所
（街区までで可。可能であれば最大何センチ浸水したのか。）

写しの交付 公開 防災課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01209 R1.8.29 R1.9.12 区、全国の学力調査における①誠之小学校②本郷小学校③礫川小学校
④窪町小学校⑤柳町小学校における過去6年間の結果
（平均だけでなく、学力分布を含む）
その他統一テストの結果等による各学校の学力が把握できるもの
※番号30311　H31.1.15に類似の行政開示請求あり

写しの交付 一部公開 教育指導課 ①行政運営情報
（第7条第6号）、
②不存在（第12
条第2項）

①各学校別の
正答率、正答
率別人数、標
準偏差、教科
の評定別人数
比、達成率、
中央値、学校
質問紙、②平
成26年度～平
成31年度の児
童・生徒の学
力向上を図る
ための調査

01210 R1.8.29 R1.8.29 昨日、文京区教育委員会の職員が停職処分を受けたこと、
および、区長を含む上司が減給処分を受けたことについて、
区長の決裁文書一式

写しの交付 公開 総務課

01210 R1.8.29 R1.9.12 昨日、文京区教育委員会の職員が停職処分を受けたこと、
および、区長を含む上司が減給処分を受けたことについて、
区長の決裁文書一式

写しの交付 一部公開 職員課 ①個人情報（第7
条第2号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）

①被処分者の
氏名、生年月
日、所属、役
職、職歴、採
用年月日、事
故の経過、聴
取内容、処分
内容、処分理
由（根拠法令）
②措置意見に
至った理由及
び聴取内容等
事実関係に関
する調査や判
断理由、事故
観察措置意見
書資料

01211 R1.8.30 R1.8.30 日本保育サービスに委託した育成室の2018年度の委託契約書一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01212 R1.8.30 R1.8.30 文京区ホームページ運用要綱（11文企広発第38号）、 写しの交付 公開 広報課

01212 R1.8.30 R1.8.30 文京区インターネット利用対策基準（15文企情発第35号） 写しの交付 公開 情報政策課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01213 R1.9.2 R1.9.2 情報公開請求（01-203）に対する行政情報一部公開決定通知書（2019文
議第465号）において、「7月25日に○○委員に対し、総務区民委員長及
び副委員長が聞き取りを行い、以下のとおり確認いたしました」とあるとこ
ろの、総務区民委員長及び副委員長による○○委員に対する聞き取りの
録取書等の聴取記録文書

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01214 R1.9.2 R1.9.2 羽田空港についての国交省からの意見照会への文京区の回答 写しの交付 公開 環境政策課

01215 R1.9.2 R1.9.2 介護保険デーサービスレッツクラブ　廃止届　２部 写しの交付 一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

法人代表者の
印影

01216 R1.9.2 R1.9.9 食品営業許可台帳の令和元年8月1日～8月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01217 R1.9.2 R1.9.2 神田川法面植栽資料 写しの交付 公開 みどり公園課

01218 R1.9.3 R1.9.3 情報公開請求（01-203）に対する行政情報一部公開決定通知書（2019文
議第465号）において、「7月25日に○○委員に対し、総務区民委員長及
び副委員長が聞き取りを行い、以下のとおり確認いたしました」とあるとこ
ろの、総務区民委員長らによる○○委員に対する聴取を区議会事務局職
員が書き留めたメモや速記録、録音デジタルデータなど、総務区民委員
長らによる質問と○○委員回答の聴取に関する全ての記録文書

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01219 R1.9.3 R1.9.3 文京区議会ホームページ運営基準第3条第2項の「管理者は、前項に定
めるもののほか、区議会ホームページの運営に関し、疑義を生じる事項
があるときは、文京区議会議長（以下「議長」という。）と協議するものとす
る」の規定に則り、2019年1月1日から9月2日までの期間に於いて、管理
者と議長が疑義を生じる事項について協議した内容とその結果等を記し
た全ての文書

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01220 R1.9.4 R1.9.10 現在有効な　食品営業許可書の飲食店営業・喫茶店営業　全て（自動販
売機・移動販売は除く）エクセルデータベースにて公開をお願い致します。
営業所名、営業所郵便番号、営業所住所、営業所電話番号、申請者名、
申請者郵便番号、申請者住所、申請者電話番号、業種類、最初許可年
月日、現在許可年月日、満了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01221 R1.9.4 R1.9.11 （仮称）小石川二丁目マンション（文京区小石川○-○-○（地番））の開発
事業ないし建築計画について
(1) 平成17年6月から12月の間に事業者から受けた要請書（供覧文書等
を含む。）
(2)(1)の要請書に対する文京区の対応がわかる文書一式（決裁文書等を
含む。）
(3) 本年8月16日以降に事業者ないし関係行政庁から受けた文書一式

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01221 R1.9.4 R1.9.11 （仮称）小石川二丁目マンション（文京区小石川○-○-○（地番））の開発
事業ないし建築計画について
(1) 平成17年6月から12月の間に事業者から受けた要請書（供覧文書等
を含む。）
(2)(1)の要請書に対する文京区の対応がわかる文書一式（決裁文書等を
含む。）
(3) 本年8月16日以降に事業者ないし関係行政庁から受けた文書一式

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01222 R1.9.4 R1.9.4 平成元年文京区告示第八十二号 写しの交付 公開 管理課

01223 R1.9.4 R1.9.17 文京区における住宅宿泊事業届出住宅（第M○○○○号）に係る届出書
類一式

写しの交付 一部公開 アカデミー推進
課

①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①届出者郵便
番号、住所、
生年月日、性
別、本籍、周
知先個人宅
名、②法人印
影

01224 R1.9.4 R1.9.4 平成11年3月に策定した「文京区緑の基本計画」の改定にあたり（あるい
は改定に備え）、文京区の所管部課が平成30年4月1日～令和元年8月31
日において調査・研究対象として収集した他の自治体の「緑の基本計画」
（それに準じた計画含む）、「緑化計画／緑化計画の手引」（それらに準じ
た計画・手引含む）、「みどりの保護条例・施行規則」（それらに準じた条
例・施行規則・要綱含む）等の全ての資料（対象は全国1788自治体、他の
自治体担当者への聞き取り調査記録含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01225 R1.9.4 R1.9.4 H30年度文京区単価見積について
防護柵パネルの決定単価が分かる資料

写しの交付 一部公開 道路課 法人情報（第7条
第3号）

見積依頼先、
見積単価
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01226 R1.9.4 R1.9.10 1　令和元年8月1日～令和元年8月31日の間で飲食店営業の新規許可を
受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可
年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年8月1日～令和元年8月31日の間に理容・美容業の新規許可
を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01227 R1.9.4 R1.9.4 指定管理者の管理運営に対する一次評価に関する検討資料全部 写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①文京区女性
団体連絡会の
代表者、事務
長を除く役
員、事務局職
員及び監査委
員の氏名及び
印影、事業受
託者の氏名、
②文京区女性
団体連絡会会
長の印影

01227 R1.9.4 R1.9.6 指定管理者の管理運営に対する一次評価に関する検討資料全部 写しの交付 一部公開 経済課 個人情報（第7条
第2号）

本事業に係る
業務体制及び
個人情報に該
当する情報

01227 R1.9.4 R1.9.4 指定管理者の管理運営に対する一次評価に関する検討資料全部 写しの交付 公開 アカデミー推進
課

01227 R1.9.4 R1.9.6 指定管理者の管理運営に対する一次評価に関する検討資料全部 写しの交付 一部公開 アカデミー推進
課

①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①業務担当者
の氏名、②代
表者印、事業
者のノウハウ
に関わる情
報、内部管理
情報、収支計
画書の支出に
おける人件費
及び事業費の
内訳
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01227 R1.9.4 R1.9.5 指定管理者の管理運営に対する一次評価に関する検討資料全部 写しの交付 一部公開 福祉政策課 個人情報（第7条
第2号）

事業報告書
（月次）、利用
者アンケート、
入居者関係連
絡票、夜間休
日緊急対応記
録、クレーム
対応記録のう
ち、入居者名
及び部屋番号

01227 R1.9.4 R1.9.6 指定管理者の管理運営に対する一次評価に関する検討資料全部 写しの交付 一部公開 高齢福祉課 個人情報（第7条
第2号）

計画書、勤務
人員体制、利
用者懇談会報
告書、金銭出
納簿、所管課
モニタリング
シート、苦情と
その対応の記
録中、個人の
氏名及び印影

01228 R1.9.4 R1.9.11 平成11年3月に策定した「文京区緑の基本計画」の改定の骨子案（あるい
は原案）作成に際し、文京区所管部課が参考とした外部の各種文献、調
査統計（文京区の調査統計は含まない）など全ての参考資料（学識経験
者、国や研究機関の関係者・研究者、他の自治体関係者、専門家らへの
ヒアリング・照会記録を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01229 R1.9.5 R1.9.5 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 公開 企画課
01229 R1.9.5 R1.9.5 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第7

条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①平成30年度
職員メンタル
ヘルス相談実
績における委
託事業者担当
医の氏名、②
青色防犯パト
ロールカー見
積書における
見積業者印影

01229 R1.9.5 R1.9.5 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 公開 区民課
01229 R1.9.5 R1.9.5 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 公開 アカデミー推進

課
01229 R1.9.5 R1.9.5 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 公開 福祉政策課
01229 R1.9.5 43713 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 公開 子育て支援課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01229 R1.9.5 R1.9.5 令和元年　定期監査資料・記録の全て 写しの交付 公開 生活衛生課
01230 R1.9.5 R1.9.5 平成31年3月26日開催の財産価格審議会に係る会議録を含むすべての

資料
写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条

第3号）
資料代1号（建
物の算定につ
いて）の中の
建設事例の表
のうち、敷地
面積、建築面
積、延面積

01231 R1.9.5 R1.9.10 令和元年5月27日に開催した第1回文京区緑の基本計画改定協議会にお
いて、委員に配布または委員が閲覧した資料のうち、文京区のホーム
ページの「緑の基本計画改定協議会の実施について」のページで公表
（あるいは公開）されていない全ての文書（設置要綱含む）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

写真（個人が
撮影されてい
る部分）

01232 R1.9.5 R1.9.12 1　令和元年4月1日～令和元年9月5日の間で飲食店営業の新規許可を
受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可
年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年9月5日時点で理容・美容業の新規許可を受けた全施設（廃
業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、③施設電話番号、④
開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所（法人のみ）、⑦開
設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01233 R1.9.6 R1.9.6 文京区議会会議規則第六十条（委員は、議題について自由に質疑し、及
び意見を述べることができる）に関連し、委員の委員会での発言の無責
任の免責特権について規定した文書（法律・条例・規則・要綱等含む）

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01234 R1.9.6 R1.9.20 文京区内のクリーニング所の
①施設名称、②溶剤の使用（個別の薬品名等）、③廃止データ（名簿記載
情報、廃止年月日）
遡ることのできる年代まで

写しの交付 公開 生活衛生課

01235 R1.9.6 R1.9.6 文京区の子ども宅食プロジェクト事業実施要綱
コンソーシアムを形成している団体間との協定書

写しの交付 公開 子育て支援課

01236 R1.9.6 R1.9.11 １　平成31年度全国学力・学習状況調査　児童質問紙及び生徒質問紙の
回答結果
２　平成31年度文京区学習内容定着状況調査　児童及び生徒の総合質
問調査の回答結果

写しの交付 公開 教育指導課

01237 取下げ
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01238 R1.9.9 R1.9.13 東京都の「東京における自然の保護と回復に関する条例」第十四条に基
づく緑化計画書の届出手続の一元化について、2019年02月25日の建設
委員会でみどり公園課長が「一元化については都と区の異なる考えがご
ざいますので、難しい」「都と区の基準が異なるところがございますので、
一元化は難しい」と答弁したところの、東京都と文京区において異なる「考
え」と「基準」があることを合理的根拠に基づいて裏付ける（あるいは示
す）文書（法律・条例・施行規則・要綱・基準等の場合は「異なる」該当項
目のみ）

写しの交付 公開 みどり公園課

01239 R1.9.10 R1.9.10 令和元年度実施監査、議事録 写しの交付 公開 監査事務局
01240 R1.9.10 R1.9.10 令和元年9月9日の第2回文京区緑の基本計画改定協議会で示された「文

京区緑の基本計画（原案）」に於いて、「10年後の基本目標」として「緑被
率を2018年時点の18.4％から19％に上昇させます」との目標を設定する
にあたり、文京区が「19％」を導出する際に使った計算式やエビデンスに
基づく合理的積算根拠（裏付けデータ）等を示す全ての文書

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01241 R1.9.10 R1.9.10 令和元年9月9日の第2回文京区緑の基本計画改定協議会で示された「文
京区緑の基本計画（原案）」に於いてエビデンスのひとつとして盛り込まれ
ている「文京区のみどりに関するアンケート」が調査方法やサンプル数、
質問の仕方等に関し、文京区の政策形成の参考とするにあたって統計学
的に有効かつ有意であることを裏付ける合理的根拠を示す文書（あるい
は統計学的に有効かつ有意であることの検証結果を示す文書）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01242 R1.9.10 R1.9.13 勤労福祉会館の指定管理評価結果について
会議評価結果が分かる資料

写しの交付 一部公開 経済課 個人情報（第7条
第2号）

個人情報に該
当する情報

01243 R1.9.10 R1.9.12 森鷗外記念館指定管理者評価結果について
・会議録（委員会）
・評価結果が分かる資料

閲覧 写しの交付一部公開 アカデミー推進
課

①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①業務を担当
する職員の氏
名、②指定管
理者の代表者
印

01244 R1.9.10 R1.9.10 文京区における接道緑化に関し、「接道緑化の延長」が平成24年度の
93.71kmから平成30年度には93.98kmと6年間で0.288％しか増えておら
ず、「接道緑化率」は平成24年度の21.7％から平成30年度は横ばいであ
るにも拘わらず、令和元年9月9日の第2回文京区緑の基本計画改定協議
会で示された「文京区緑の基本計画（原案）」に於いて、「接道緑化延長、
接道緑化率が大きく増加しており、目に見えるみどりの創出に貢献してい
ます」という「現況」認識とするに当たっての合理的な裏付け根拠を示す文
書（あるいはデータ）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

48



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01245 R1.9.10 R1.9.10 「課題」が「解決しなければならない問題。果たすべき仕事」（小学館「大辞
泉」）を意味するところ、令和元年9月9日の第2回文京区緑の基本計画改
定協議会で示された「文京区緑の基本計画（原案）」に於いて、15ある「み
どりの課題」のうち14については「必要があります」としているのに対し、
「緑被率」だけ「さらなる大幅な増加が困難です」と問題解決（あるいは果
たすべき仕事）を放棄した表現とすることにした、担当部課や庁議におけ
る議論の経緯や決定の合理的根拠を記した文書（区職員間のメモ、メー
ルのやり取り含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01246 R1.9.11 R1.9.11 男女平等センターの指定管理評価について（会議録、評価結果が分かる
資料）

写しの交付 公開 総務課

01247 R1.9.12 R1.9.12 文京区立少年自然の家八ヶ岳高原学園の運営維持管理費の内訳 写しの交付 公開 学務課
01248 R1.9.12 R1.9.12 次期文京区地域福祉活動計画（令和2年度～令和5年度）の策定に向け

ての活動内容と文京区地域福祉活動計画策定委員会の活動内容に関す
る文書一式（文社協から文京区への報告、資料、各種議事録・要点記録・
発言録、文社協職員と文京区職員との次期計画策定に関する電話・メー
ル等のやり取り含む）

閲覧 公開 福祉政策課

01249 R1.9.12 R1.9.12 文京区営住宅等の指定管理者の評価結果が分かる会議録と資料 写しの交付 一部公開 福祉政策課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①利用者アン
ケート、入居
者関係連絡票
及びクレーム
対応記録のう
ち氏名及び部
屋番号、②平
成30年度区営
住宅等事業計
画書のうち印
影

01250 R1.9.12 R1.9.12 文京福祉センターの指定管理者の評価結果が分かる会議録と資料 写しの交付 一部公開 高齢福祉課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①計画書、勤
務人員体制、
利用者懇談会
報告書、所管
課モニタリン
グ結果、苦情
とその対応記
録中、個人の
氏名、②協定
書中、法人の
印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01251 R1.9.17 R1.9.30 令和2、平成31、30年度予算編成方針に関わる全て 写しの交付 一部公開 財政課 行政運営情報
（第7条第6号）

令和2年度歳
出予算見積方
針のうち、別
表1及び2の報
酬月額表の月
額、別表5の
標準実施回数

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 福祉政策課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 高齢福祉課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 公開 介護保険課

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 国保年金課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名

01252 R1.9.17 43725 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01252 R1.9.17 R1.9.17 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年8月26日
～9月16日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社か
らの（１）福祉部各課、（２）都市計画部各課、（３）土木部各課への報告や
相談、確認、問い合わせ、各種条例・要綱等の手続き（変更・取り下げ含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、区職員同士のメールのやり取り等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01253 R1.9.19 R1.9.25 飲食店営業許可施設一覧
【対象】令和元年8月1日～令和元年8月31日の期間に新規、更新の許可
を得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自
動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

01254 R1.9.20 R1.9.26 文京区民が令和元年9月6日付けで「文京区緑の基本計画改定協議会」
の会長宛てに提出した「請願」を巡って文京区土木部みどり公園課が「文
京区緑の基本計画改定協議会は官公署にあたらない」とする見解を示し
たことに関し、同協議会が「官公署」にあたらないとすることが記された（あ
るいは示された）合理的裏付け文書（法律、条例、要綱、指針、国会答
弁、各省庁参考資料等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01255 R1.9.20 R1.9.25 文京区国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託における
①入札及び見積合せ参加業者及び各業者の応札金額、②契約書及び契
約金額、③仕様書、④提案書

写しの交付 一部公開 国保年金課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①企画提案書
中の個人氏
名、②見積書
及び委託契約
書中の事業者
名（受託事業
者を除く）及び
印影

01256 R1.9.24 R1.9.30 男女平等センター相談状況報告（2019/9/2、7/29、6/17、5/20、4/15、
3/4）主訴の分類表

閲覧 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

相談内容及び
経過

01257 R1.9.26 43734 前期末支払資金残高の取崩し協議書及び積立試算取崩し（目的外使用）
協議書　平成30年度分

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影
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01258 R1.9.27 R1.10.3 個人宅を除く
専用水道施設一覧（最新版）
施設名、所在地、原水種別、施設能力、浄水施設の種別、施設の専用兼
用の別、給水人口
各専用水道施設の情報
施設名、所在地、原水種別、井戸柱状図、原水水質分析結果、浄水方法
（フロー図）

写しの交付 一部公開 生活衛生課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4
号）、④不存在
（第12条第2項）

①②井戸柱状
図の一部、原
水水質分析結
果の一部、浄
化方法（フ
ロー図）の一
部、③井戸柱
状図の一部、
④井戸柱状図
の一部、原水
水質分析結果
の一部、浄化
方法（フロー
図）の一部

01259 R1.9.27 R1.9.27 土木部管理課が堀坂の開発事業者とやりとりした内容がわかる文書一式
（本年8月19日以降のもの。決裁文書等を含む。）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01260 R1.9.27 43735 「懲戒処分公表基準」の制定の決裁に係る文書、および、改正がされてい
る場合には最も新しい改正の決裁に係る文書一式

写しの交付 公開 職員課

01261 R1.9.27 R1.10.9 平成30年度分の育成室委託契約に係る委託料142,232,133円を受託者に
支払うことを決裁した文書一式

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7条
第3号）

事業受託した
契約事業者の
名称、所在
地、代表者の
氏名及び受託
先育成室名

01262 R1.9.27 R1.10.11 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 一部公開 都市計画課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏
名、測量士氏
名及び登録番
号、②法人の
印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01262 R1.9.27 R1.9.30 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01262 R1.9.27 R1.10.11 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人印影、
担当者名、②
法人印影、③
平面図の住戸
内部、断面図
の室名

01262 R1.9.27 R1.10.11 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名

01262 R1.9.27 R1.9.30 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏
名、連絡先、
印影、運転手
の運転免許
証、②法人印
影、車台番号

01262 R1.9.27 R1.10.2 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）
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01262 R1.9.27 R1.9.30 平成31年１月15日～令和元年9月27日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課及び土木部各課）の対応・
回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と
区職員／区職員間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるや
り取りの記録・メモ・経過報告等を含む）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏
名、印影、②
建築主印影

01263 R1.9.30 R1.9.30 平成30年4月1日付の文京区教育委員会事務局の課長以上の職員の任
用を決裁した文書一式

写しの交付 公開 教育総務課

01264 R1.10.1 R1.10.1 「目白台運動公園、肥後細川庭園」
１．平成30年度・収支報告書一式
２．平成31年度・協定書一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01265 R1.10.1 R1.10.8 食品営業許可台帳の令和元年9月1日～9月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01266 取下げ
01267 R1.10.2 R1.10.16 (1) 文京区職員を文京区教育委員会に人事異動させる際に文京区長が

事務従事の発令を行うことについて、地方自治法第180条の3の規定によ
り協議したことがわかる文書一式（決裁文書等を含む。）
(2) 文京区教育委員会への事務従事の発令をしている職員を本年8月に
文京区長が懲戒を行うことについて、文京区教育委員会と文京区との間
で連絡した内容がわかる文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 非公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

01268 R1.10.2 R1.10.11 平成22年度から令和元年度（9月末時点）までの「文京区ワンルームマン
ション等の建築及び管理に関する条例」に基づく、（１）建築物の紛争件数
と回数、（２）相談件数（または回数）、（３）上記条例対象を含むワンルー
ムマンション建築物の紛争件数（または回数）、相談件数（または回数）。
（４）上記（１）と（３）における「紛争」、また上記（２）～（３）における「相談」
のそれぞれの定義が具体的に分かる文書（あるいは記録、メモ、委員会
資料、答弁記録等）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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01269 R1.10.2 R1.10.11 平成22年度から令和元年度（9月末時点）までの「中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」に基づく（１）
紛争件数と回数、（２）あっせん件数と回数、（３）調停件数と回数、（４）相
談件数（または回数）、（５）上記条例対象を含む中高層建築物の相談件
数（または回数）。（６）上記（１）における「紛争」、上記（４）（５）における
「相談」のそれぞれの定義が具体的に分かる文書（あるいは記録、メモ、
委員会資料、答弁記録等）

写しの交付 公開 住環境課

01270 R1.10.2 R1.10.2 文京区民が令和元年9月6日付けで「文京区緑の基本計画改定協議会」
の会長宛てに提出した「請願」を巡って文京区土木部みどり公園課が「文
京区緑の基本計画改定協議会は官公署にあたらない」とする見解を示し
たことに関し、「2019文土公第702号」に於いて「法解釈に関するものであ
り、明文化されて」いないとしたところの、請願法の「官公署」の法解釈を
文京区として独自に決定した経緯や決裁に関わる文書一式（庁議資料、
要点記録、文京区職員間の連絡文書・メモ等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01271 R1.10.2 R1.10.2 文京区民が令和元年9月6日付けで「文京区緑の基本計画改定協議会」
の会長宛てに提出した「請願」を巡って文京区土木部みどり公園課が「文
京区緑の基本計画改定協議会は官公署にあたらない」とする見解を示し
たことに関し、「2019文土公第702号」に於いて「法解釈に関するものであ
り、明文化されて」いないとしたところの、「法解釈」するに当たっての合理
的根拠が記載された文書（法律、条例、要綱、指針、国会答弁、各省庁参
考資料等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01272 R1.10.2 R1.10.2 文京区民が令和元年9月6日付けで「文京区緑の基本計画改定協議会」
の会長宛てに提出した「請願」を巡って文京区土木部みどり公園課が「文
京区緑の基本計画改定協議会は官公署にあたらない」とする見解を示し
たことに関し、請願法における「官公署」の法解釈を、単に文京区の一職
員、一部課が恣意的あるいは独善的に決めたものではなく、文京区として
公的に法解釈したものであることを裏付ける文書一式（庁議資料、要点記
録、文京区職員間の連絡文書・メモ等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01273 R1.10.2 R1.10.2 文京区アカデミー推進計画（平成28～32年度）の改定に当たりアンケート
調査（無作為抽出2000人）を実施する一方、20年ぶりの文京区緑の基本
計画の改定に当たってはアンケート調査（無作為抽出2000人）を実施しな
いなど、アカデミー推進計画の改定を優遇し、緑の基本計画の改定を冷
遇するなど差別的扱いをすることに決めた庁内議論の経緯や、アカデ
ミー推進計画の改定に比べて緑の基本計画の改定を冷遇することとした
合理的根拠を記した全ての文書（庁議資料、要点記録、文京区職員間の
連絡文書・メモ等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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01273 R1.10.2 R1.10.2 文京区アカデミー推進計画（平成28～32年度）の改定に当たりアンケート
調査（無作為抽出2000人）を実施する一方、20年ぶりの文京区緑の基本
計画の改定に当たってはアンケート調査（無作為抽出2000人）を実施しな
いなど、アカデミー推進計画の改定を優遇し、緑の基本計画の改定を冷
遇するなど差別的扱いをすることに決めた庁内議論の経緯や、アカデ
ミー推進計画の改定に比べて緑の基本計画の改定を冷遇することとした
合理的根拠を記した全ての文書（庁議資料、要点記録、文京区職員間の

写しの交付 非公開 アカデミー推進
課

不存在（第12条
第2項）

01274 R1.10.2 R1.10.2 文京区が「要綱」に基づき設置した協議会が、「請願法」における「官公
署」に当たらないとの法解釈を文京区総務部総務課法規担当が決めたと
のことに関し、文京区として独自にそのような法解釈を決定した経緯や決
裁に関わる文書一式（庁議資料、要点記録、文京区職員間の連絡文書・
メモ等を含む）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

01275 R1.10.2 R1.10.2 文京区が「要綱」に基づき設置した協議会が、請願法における「官公署」
に当たらないとの法解釈について、単に文京区の一職員、一部課長が恣
意的あるいは独善的に決めたものではなく、文京区として公的に法解釈
を決めたものであることを裏付ける文書一式（庁議資料、要点記録、文京
区職員間の連絡文書・メモ等を含む）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

01276 R1.10.2 R1.10.16 文部科学省が令和元年5月16～6月14日に実施した「外国人の子供の就
学状況等調査」の調査票に文京区が回答し提出した文書一式

写しの交付 公開 学務課

01277 R1.10.3 R1.10.9 1　令和元年9月1日～令和元年9月30日の間で飲食店営業の新規許可を
受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可
年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年9月1日～令和元年9月30日の間に理容・美容業の新規許可
を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課
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01278 R1.10.3 R1.10.16 次の5件の施工体系図、下請負者一覧表
・街路灯改修工事（その1）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その2）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その3）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その4）（令和元年度）
・街路灯改修工事（その5）（令和元年度）

閲覧 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

現場責任者の
氏名

01279 R1.10.4 R1.10.16 ～前月末時点で許可和有している、食品営業法に基づく要許可施設デー
タの内、34業種で、露店・自動車・自動販売機・催事を除くもの及び病院・
各種介護施設・学校・保育所等の集団給食施設並びに旅館・宿泊業・温
泉施設・公衆浴場・理容・美容業種の行書の区分、業種・営業所名称・郵
便番号・住所・電話番号及び申請者名（個人情報に関わる部分を除く）

写しの交付 公開 生活衛生課

01280 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの土木部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話やメー
ルによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
連絡先、年
齢、URL

01280 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの土木部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話やメー
ルによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01280 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの土木部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話やメー
ルによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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01281 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・
要綱等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等
を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01281 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・
要綱等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等
を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01281 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・
要綱等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等
を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01281 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条例・
要綱等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電話
やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等
を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01282 R1.10.7 R1.10.7 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月6日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの福祉部介護保険課への経過報告や相談、確認、問い合わせ、条
例・要綱等の手続き（変更等含む）の申請等に関して記載した全文書（電
話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料
等を含む）

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）
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01283 R1.10.7 R1.10.7 小日向2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設に関連し、建
築主／施工者・設計者ら事業者側が文京区に対して区道として土地の一
部を提供することに関して行った条例・要綱等の手続き及びその相談、照
会等とそれに対する文京区側の対応・回答等に関する全ての文書（事業
者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員間／区職員と区
議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メモ・経過報告等を
含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01284 R1.10.7 R1.10.16 飲食、美理容などの新規登録店舗情報 写しの交付 公開 生活衛生課
01285 R1.10.7 R1.10.11 文京区内の墓地・納骨堂（令和元年10月7日時点）

①施設名称②施設所在地③施設営業所④敷地面積⑤建物面積⑥墳墓
区域面積

閲覧 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

墓地の墳墓区
域面積の大部
分

01286 R1.10.7 R1.10.15 令和元年9月5～10日の期間で、文京区民から「請願法」に基づき文京区
の執行機関（附属機関を含む）宛てに提出された「請願」の全ての文書並
びに「請願法」第5条に基づき、それを執行機関として「受理し誠実に処理
し」た（あるいは「受理し誠実に処理し」ている）ことを示す全ての裏付け文
書（区職員間のメモ、区職員と委嘱職員間の電話・メール等のやり取りを
含む）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、住
所、電話番
号、印影

01287 R1.10.7 R1.10.11 新渡戸稲造旧居跡（小日向2丁目）のワンルームマンション建築計画の前
面の区道を拡幅もしくは前面の区道沿いに道路状空地を設けることが計
画されているとわかる文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人印影、
担当者名、②
法人印影、③
平面図の住戸
内部、断面図
の室名

01288 R1.10.9 R1.10.21 平27年の「旧向丘地域活動センター跡地小規模多機能型居宅介護施設
等整備・運営事業者の公募」について
・選定された事業者「株式会社グッドライフケア東京」の応募書類一式（図
面を含む）
・選定に先立ち実施された、事業者説明会において提供された資料一式
・選定後に行われた、事業者による地域への説明会で提供された資料一
式

閲覧 一部公開 介護保険課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人氏名、
性別、生年月
日、要介護
度、身体状
況、事故の概
要等、②法人
印影、見積
額、借入先金
融機関、利
率、利息額、
収入見込額、
返済明細等
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01289 R1.10.9 R1.10.16 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和元年9月1日～令和元年9月30日の新規営業許可）
（自動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月
廃業しているものを対象から除く

写しの交付 公開 生活衛生課

01290 R1.10.10 R1.10.23 令和元年7月1日から令和元年9月30日まで付定のあった新築届及び住
居表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 公開 区民課

01291 取下げ
01292 R1.10.11 R1.10.11 育成室委託契約に係る委託料142,232,133円の支払いが遅れたことにつ

いて
(1) 教育推進部の管理職に最初に事故報告した内容がわかる文書一式
(2) 国と都からの交付金28,148,000円が受けられない旨を都から連絡を受
けたことがわかる文書一式
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①法人情報（第7
条第3号）、②不
存在（第12条第2
項）

①対象育成室
の名称、②国
と都からの交
付金
28,148,000円
が受けられな
い旨を都から
連絡を受けた
ことがわかる
文書一式

01293 取下げ
01294 R1.10.11 R1.10.11 平成31年1月15日～令和元年10月11日までに於ける、小日向2丁目175

番地（地番）で計画されるマンション建設を巡り、事業者側が区に対して
行った景観法に基づく景観事前協議や届出の相談や変更、取下等とそれ
に対する区側の対応・回答に関する全ての文書（事業者側からの提出・
提供資料、事業者側と区職員／区職員と区議間のやり取りの記録等を含
む）並びに区民が区に対して行った意見や要望、質問等とそれに対する
区の回答・返信文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01295 R1.10.11 R1.10.16 飲食店営業許可施設一覧
【対象】令和元年9月1日～令和元年9月30日の期間に新規、更新の許可
を得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自
動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01296 R1.10.15 R1.10.29 「目白台運動公園、肥後細川庭園」指定管理者が所管課へ提出をした下
記の書類
１．事業計画書、企画提案書に添付をした「危機管理体制図」を訂正した
書面。訂正に至る経過と報告の書面。
２．業務継続契約（BPC）が指定管理業務開始前に策定がされていなかっ
た件について所管課へ経過、今後の進捗について報告をした書面。
３．新たな危機管理体制を確認出来る書類一式
４．台風19号、10月12日の地震の際の報告書。公園の巡回簿

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名、
電話番号

01297 R1.10.16 R1.10.16 ・令和元年台風19号による臨時水害対策本部の設置から閉鎖までの期
間の本部会議の資料及び記録
・令和元年台風19号による臨時水害対策本部の設置から閉鎖までの期
間に職員ポータルサイトに掲示された台風19号の関連情報

写しの交付 公開 防災課

01298 取下げ
01299 R1.10.18 R1.10.18 共同印刷敷地内、建て替えに関する要望書 写しの交付 公開 企画課
01300 R1.10.21 R1.10.21 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁

目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課）の対応・回答に関する全
ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員
間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メ
モ・経過報告等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01300 R1.10.21 R1.10.21 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課）の対応・回答に関する全
ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員
間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メ
モ・経過報告等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01300 R1.10.21 R1.10.21 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課）の対応・回答に関する全
ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員
間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メ
モ・経過報告等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01300 R1.10.21 R1.10.28 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（都市計画部各課）の対応・回答に関する全
ての文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員
間／区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メ
モ・経過報告等を含む）

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名

01300 R1.10.21 R1.10.21 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（土木部各課）の対応・回答に関する全ての
文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員間／
区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メモ・経
過報告等を含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01300 R1.10.21 R1.10.21 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（土木部各課）の対応・回答に関する全ての
文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員間／
区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メモ・経
過報告等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01300 R1.10.21 R1.10.21 平成31年9月28日～令和元年10月20日までの期間に於ける、小日向2丁
目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築主／施工
者・設計者ら事業者側が文京区に対して行った相談や質問、照会、説明
等とそれに対する文京区側（土木部各課）の対応・回答に関する全ての
文書（事業者側からの提出・提供資料、事業者側と区職員／区職員間／
区職員と区議間の電話・メール・面会等におけるやり取りの記録・メモ・経
過報告等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01301 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／賃借人／老人ホーム運営会社等
からの福祉部介護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説
明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に
関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業
者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01302 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明
や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関
して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者
側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01302 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明
や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関
して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者
側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01302 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明
や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関
して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者
側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01302 R1.10.21 R1.10.28 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明
や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関
して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者
側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01303 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの土木部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説
明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記
載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から
区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）
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01303 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの土木部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説
明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記
載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から
区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01303 R1.10.21 R1.10.21 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／施工者／設計者／老人ホーム運営会社等
からの土木部各課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説
明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記
載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から
区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01304 R1.10.21 R1.10.28 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、令和元年9月17日
～10月20日における建築主／設計者／施工者等からの都市計画部建築
指導課への設計変更等に関する相談や問い合わせ、地元区民への事情
説明や説明会開催等の報告等に関して記載した全文書（電話やメールに
よる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）。特
に東京都建築安全条例第十条を巡り敷地分割の適法性や脱法性に関す
る相談・誘導・指導等に関する経過記録文書等

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01305 R1.10.21 R1.10.21 令和元年9月24日の建設委員会において、委員が「区民主導のまちづくり
協議会を認定しておりますし、また、コンサルタントの派遣等々やって、そ
の声を拾うような仕組みがもう既にあります」（速報版71頁）と発言したとこ
ろの区内における令和元年6月1日～10月20日の具体的な活動実績を示
す全ての記録文書（区民と区職員のやり取り、区職員とコンサルタントの
やり取り、区民からの区への提供資料、コンサルタントから区民あるいは
区への提供資料、部課内部の要点記録、経過報告記録等含む）

写しの交付 一部公開 地域整備課 個人情報（第7条
第2号）

個人の名称

01306 取下げ
01307 R1.10.21 R1.10.28 西片1-14-7で計画されている有料老人ホームに関し、路地状敷地となっ

ている当該敷地を分筆または分割により999.9平方メートルとすることで東
京都建築安全条例第十条に抵触しないようにすることについて、事業者
らからの相談・確認等に対し、文京区建築指導課が指摘や指導あるいは
誘導した内容並びにその法的根拠が記載された文書一式

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）
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01308 R1.10.21 R1.10.29 令和元年9月24日の建設委員会において、副委員長の質問に対し、都市
計画部長が「その時点での研究成果としましては、現状の区で行っており
ます様々な条例や要綱に基づくまちづくりで十分、都市マスタープラン等
の目的は達成されているというような研究結果にはなっております」（速報
版68頁）と答弁したところの「研究成果」なるものと「研究結果」なるものが
事実として存在することを裏付ける全ての記録及び文書並びに資料一式

写しの交付 公開 住環境課

01309 R1.10.21 R1.10.25 令和元年9月24日の建設委員会において、副委員長の質問に対し、住環
境課長が「こちらにつきましても、窓口で都市計画課を御紹介して、担当
から都市マスタープランの内容については御説明をいただいているところ
であります」（速報版44頁）と答弁したところの文京区側が事業者側から
「都市マスタープランの内容について」「御説明をいただ」かなければなら
ないとする法的根拠（法律・条例・要綱等）を記した記録・文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01310 R1.10.21 R1.10.25 令和元年9月24日の建設委員会において、副委員長の質問に対し、住環
境課長が、都市マスタープランは「基本構想にぶら下がっている計画にな
ります」（速報版44ページ）と答弁したところの、都市マスが文京区として
のまちづくりの将来像や土地利用あるいは都市施設の整備の「方針」で
はなく、「計画」であるというころが嘘偽りない事実であることを裏付ける法
的根拠（法律・条例・要綱等）を記した記録や文書あるいは資料

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01311 R1.10.21 R1.10.25 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「小石川二丁目の件ですが、（中略）月に１回、事業者とは連絡をとっ
て、どういう状況かと。建物の状況ですとか、これまで行ってきた訴訟の
状況ですとか、そういったことを伺っておりました」（速報版27頁）と答弁し
たところの事業者から月に1回、状況を伺ってきたことが事実であることを
裏付ける記録・文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01312 R1.10.21 R1.10.29 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「小石川二丁目の件ですが（中略）住民の方から、その辺りについて
もどうするのかということで、事業者に伝えてほしいというような旨の御要
望等いただいております」（速報版27頁）と答弁したところの住民から「要
望等」があったことが事実であることを裏付ける記録や文書一式

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
メールアドレス

01313 R1.10.21 R1.10.25 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「それにつきましては、担当から事業者の担当にその旨伝えまして、
計画の内容を改善できるところは改善できるようにということで伝えており
ます」（速報版26頁）と答弁したところの、文京区の担当者が事業者の担
当者に「その旨」を伝えたことが事実であり、「改善できるところは改善で
きるようにということで伝え」たことが事実であることを裏付ける記録や文
書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

66



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01314 R1.10.21 R1.10.29 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「小日向の長屋のほうの物件の件ですが、こちらにつきましては、住
民の方々からいろいろ緑化の問題ですとか日照の問題ですとか、そう
いったことで御要望がありました」（速報版26頁）と答弁したところの、住民
からそのような要望が実際にあったことが事実であることを裏付ける記録
や文書一式

写しの交付 公開 住環境課

01315 R1.10.21 R1.11.29 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「改善策などにつきましては、今後、この本委員会に御報告をさせて
いただいた上で、委員皆様方の御意見を伺いまして、施行に向けていき
たいというふうに考えてございます」（速報版25頁）と答弁したところの「改
善策など」に関する全ての文書及び記録並びに資料一式

写しの交付 公開 住環境課

01316 R1.10.21 R1.10.29 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「今、文京区がやっている制度について十分御理解いただけるよう、
今、区といたしましても、この内容につきましては不断の検討を行っている
ところでございます」（速報版25頁）と答弁したところの「不断の検討」を
行っている」ことが事実であることを裏付ける「検討」に関する記録や文
書、資料一式

写しの交付 公開 住環境課

01317 R1.10.24 R1.11.5 ・認可保育所のキャリアアップ補助金の財務情報等の公表（平成30年度
実績）
・子ども・子育て支援法に基づく保育施設等に対する指導検査実施結果
について

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①法人情報（第7
条第3号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）

指導検査実施
結果通知書
中、検査対象
施設名、設置
者名、代表者
名

01318 R1.10.25 R1.10.25 丸山南住宅の緑化計画書 写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者の氏
名、印影、②
法人の印影

01319 R1.10.25 R1.11.8 平成30年度に日本保育サービスと学童保育の委託契約を交わすことを
決裁した文書一式
日本保育サービスに平成30年度の学童保育の委託料の支払いがされた
ことが分かる文書一式

写しの交付 公開 児童青少年課

01320 R1.10.25 R1.11.8 平成30年度の学童保育の委託料の支払いが遅れた件について文京区
議会議員に提供した書面

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7条
第3号）

財務会計シス
テム画面
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01321 R1.10.25 R1.10.25 令和元年8月26日付219文総職第969号
（職員に対する処分の実施について）

写しの交付 一部公開 職員課 ①個人情報（第7
条第2号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）

①被処分者の
氏名、生年月
日、所属、役
職、職歴、採
用年月日、事
故の経過、聴
取内容、処分
内容、処分理
由（根拠法令）
②措置意見に
至った理由及
び聴取内容等
事実関係に関
する調査や判
断理由、事故
観察措置意見
書資料

01322 R1.10.25 R1.11.8 平成30年度の会計事務が適正に執行されるように
定められた期限内に手続するように
会計管理者から注意喚起されていたと分かる文書
供覧者の一覧を含む

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7条
第3号）

運営委託して
いる育成室の
箇所数

01323 R1.10.25 R1.10.25 文京区に許可のある一般廃棄物処理業者の一般廃棄物車両台数・作業
場所数
【開示対象】2017年、2018年、2019年各3月末、または、保有している情報
（最新など）

写しの交付 非公開 リサイクル清掃
課

不存在（第12条
第2項）

01324 R1.10.25 R1.10.25 特別区予防接種相互委託協定書の写し（平成2年） 写しの交付 公開 予防対策課

01325 R1.10.28 R1.10.28 文京区小石川2-9-12先のガードポールが10月25日に清掃車の衝突によ
り損傷した事故について、事故状況を記録した文書一式、ガードポールの
修理に関する文書一式、修理の費用の求償に関する文書一式。決裁文
書等を含む。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、住
所、電話番号

01326 R1.10.28 R1.10.28 平成30年度のシビックセンター経費の各種業務委託経費の内訳が分か
る資料

写しの交付 公開 施設管理課

01327 R1.10.29 R1.11.5 行政視察実施状況（会派）
平成29年度～平成31年度分、令和元年分

写しの交付 一部公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

行政視察実施
状況（会派）平
成31年度分及
び令和元年分
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01328 R1.10.29 R1.11.7 文京区内の食品営業許可台帳（許可施設）一覧
期間：2019年9月30日時点で有効なもの全て（廃業を除く）
開示請求項目：屋号・営業所所在地（郵便番号・営業所所在地ビル名）・
営業所電話番号・営業者氏名（法人の場合は代表者名を含む）・営業者
住所（営業者ビル名）・営業者電話番号・営業の種類（飲食店営業・喫茶
店営業に限る、ただし特殊業態【移動・臨時・自動車・自動販売機】は除
く）・初回許可年月日・直近許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

01329 R1.10.29 R1.11.29 令和元年9月24日の建設委員会において、委員の質問に対し、住環境課
長が「今現在、改善に向けて不断の検討を行っているということでござい
ます。その改善の内容につきましては、本委員会で報告をさせていただき
まして、皆様方、委員の方々の御意見をいただいた上で施行をしていきた
いというふうに考えております」（速報版69頁）と答弁したところの「改善の
内容」に関する区職員間のやり取りの記録や要点記録等の文書及び関
連資料一式

写しの交付 公開 住環境課

01330 R1.10.29 R1.11.6 昨年度における防災用備蓄食料を含む物品入札に関わる製品仕様書 写しの交付 公開 防災課
01331 R1.10.29 R1.10.29 文京区の教育に関する研究会の資料・会議録 写しの交付 公開 教育総務課
01332 R1.10.30 R1.10.30 情報公開請求（受付番号01-315）に対する行政情報非公開決定通知書

（2019文都住第578号）で非公開「理由」としている、(1)「未成熟な情報が
誤解され」るおそれがある際に非公開にできる、(2)「不当に区民の間に混
乱を生じさせ」なくても、単に「区民の間に混乱が生じる」おそれがある際
に非公開にできるという法的（法律・条例・要綱等）根拠を記した文書

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

01333 R1.10.30 R1.11.13 令和元年9月24日開催　建設委員会　請願22号に対する質疑応答（議事
録速報版ｐ64～ｐ71）

視聴 公開 区議会事務局

01334 R1.10.30 R1.11.12 平成30年度、今年度の危機管理情報連絡表 写しの交付 一部公開 危機管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②犯
罪予防（第7条第
4号）

①危機管理情
報連絡票中、
氏名、住所、
年齢、学年、
電話番号、団
体名、②防犯
カメラの仕様

01335 取下げ
01336 R1.10.31 R1.10.31 管理職も含む人事評価に係る文書 写しの交付 公開 職員課

69



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01337 R1.10.31 R1.11.8 成澤廣修区長の任期中に非公開とすることを決定した「行政情報非公開
決定通知書」に於いて、「2 非公開とする理由及び根拠」における、非公
開の「理由」に関わる重要部分の記載が、非公開決定通知書（2019文総
総第812号）のように、それを裏付ける法的根拠（法律・条例・要綱等）を
欠く（或いは記載がない）、或いは特定の文言を削除することによって非
公開決定理由の法的な根拠要件を変容させた全ての「行政情報非公開
決定通知書」（法的根拠に基づき保存している文書で個人情報部分は非
開示でも構わない）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

通知書中、個
人氏名

01338 R1.10.31 R1.10.31 平成30年度の学童保育の委託料の支払いが遅れた件について、文京区
長の給料の減額に関する文書一式

写しの交付 公開 総務課

01338 R1.10.31 R1.10.31 平成30年度の学童保育の委託料の支払いが遅れた件について、副区長
と教育長の給料の一部返納に関する文書一式

写しの交付 公開 職員課

01339 R1.10.31 R1.11.8 平成30年度の学童保育の委託料の支払いが遅れた件について教育委
員に報告した内容が分かる文書一式

写しの交付 非公開 児童青少年課 不存在（第12条
第2項）

01340 R1.11.1 R1.11.1 情報公開請求（受付番号01-329）に対する行政情報非公開決定通知書
（2019文都住第591号）で非公開の「理由」としている、(1)「未成熟な情報
が誤解され」るおそれがある際に非公開にできる、(2)「不当に区民の間に
混乱を生じさせ」なくても、単に「区民の間に混乱が生じる」おそれがある
際に非公開にできるという法的（法律・条例・要綱等）根拠を記した文書

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

01341 R1.11.1 R1.11.7 食品営業許可台帳の令和元年10月1日～10月末日までの新規許可分
（飲食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01342 R1.11.1 R1.11.11 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和元年10月1日～令和元年10月31日の新規営業許可）
（自動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店、廃業を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月

写しの交付 公開 生活衛生課

01343 R1.11.1 R1.11.1 2019-00737　文京区千石図書館ブロック塀等改修工事
上記工事の役所単価が記載されている内訳書
代価は最下層まで、経費計算内訳を含む

写しの交付 公開 保全技術課

01344 R1.11.1 R1.11.1 平成28年　春日2丁目24-18　共同住宅工事中止の届出 写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
電話番号

01345 R1.11.1 R1.11.1 職員防災行動マニュアル 閲覧 公開 防災課

70



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01346 R1.11.1 R1.11.1 岩井臨海学校に関する区民、保護者からの声 写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
電話番号、年
齢、メールアド
レス、その他
個人を特定し
うる情報

01347 R1.11.5 R1.11.13 令和元年9月24日に開催された建設委員会に於ける「請願」の質疑と答
弁等に関わる音声の電磁的記録

写しの交付 公開 区議会事務局

01348 R1.11.5 R1.11.5 令和元年9月24日に開催された建設委員会の会議録（速報版）作成に当
たり、区議会事務局が委員長に初めて渡した（初稿）会議録（速報版）

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01349 R1.11.5 R1.11.11 2019年10月1日から10月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新
規で取得した施設及び許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名、営
業者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、許可年月日、許可
満了日、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01350 R1.11.5 R1.11.13 令和元年9月24日開催　建設委員会　請願22号に対する審議内容につい
て
(1) 音声データのCD-R もしくは DVD-R による写し
(2) 建設委員会議事録の案を委員に示した文書、 および、委員から修正
箇所を指摘された文書

写しの交付 一部公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

請求内容⑵

01351 R1.11.5 R1.11.5 2019年台風19号における臨時水害対策本部の設置から解散までのすべ
ての記録

写しの交付 公開 防災課

01352 R1.11.5 R1.11.8 平成30年度のシビックセンター経費の各種業務委託経費に関連する各種
契約書

写しの交付 一部公開 施設管理課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01352 R1.11.5 R1.11.13 平成30年度のシビックセンター経費の各種業務委託経費に関連する各種
契約書

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01353 R1.11.5 R1.11.5 共同印刷本社建て替えに伴う敷地内の活用についての協議内容と区とし
ての要望書

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

共同印刷本社
建て替えに伴
う敷地内の活
用についての
協議内容

01354 R1.11.6 R1.11.6 文京区本駒込○丁目○番地先
私道下水施設工事
・測量成果図
・計算書

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01355 R1.11.6 R1.11.12 1　令和元年10月1日～令和元年10月31日の間で飲食店営業の新規許可
を受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべ
て）の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回
許可年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社
所在地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年10月1日～令和元年10月31日の間に理容・美容業の新規許
可を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在
地、③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設
者住所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨
確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01356 R1.11.6 R1.11.13 2019年11月5日の教育委員会に報告された資料第5号「魚沼移動教室及
び岩井臨海学校の今後について」の検討経過に係る資料の全て

写しの交付 一部公開 学務課 行政運営情報
（第7条第6号）

金額、業者名

01357 取下げ
01358 取下げ
01359 R1.11.7 R1.11.13 令和2年度、区立小中学校各校の児童・生徒の予測と、予測に向けて

使った資料一式
写しの交付 公開 学務課

01360 R1.11.7 R1.11.13 令和2年度連携自治体における夏季自然体験教室の選定過程が分かる
文書一式

写しの交付 一部公開 学務課 行政運営情報
（第7条第6号）

金額、業者名

01361 R1.11.8 R1.11.22 「区民の声」に対する回答文書（2019文福介第1892号）に於いて「事業者
が行っている説明会等は、条例等で義務化されたものでは無く、有料老
人ホームの設置についての指定権限は東京都にあることから、区が指導
や指摘をする立場にはございません」と介護保険課長が記載したところの
「説明会等」が「条例等で義務化されたものでは無」く「指定権限」が「東京
都にある」と最終的に文京区民の税金が使われる事業であっても「区が
指導や指摘をする立場」にはないとすることを法的（法律・制令・条例・要
綱・指針等）に定めた文書一式

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）

01362 R1.11.8 R1.12.10 ・旧元町小学校の活用に係る応募事業者3社の提案
・事業者選考に係る会議録及び選考経過がわかる書類一式

写しの交付 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）、②法人
情報（第7条第3
号）、③犯罪予防
（第7条第4号）、
④行政運営情報
（第7条第6号）

①未公表の著
作物、②法人
ノウハウ、法
人が特定され
るおそれがあ
る箇所、③設
計上のセキュ
リティに関する
箇所、④契約
交渉順位第1
位の事業者の
工事金額（算
定）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01363 H31.1.8 R1.12.10 旧元町小学校の整備に関する事業者の提案資料（選定前のもの、特に
事業者A）

閲覧 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）、②法人
情報（第7条第3
号）、③犯罪予防
（第7条第4号）、
④行政運営情報
（第7条第6号）

①未公表の著
作物、②法人
ノウハウ、法
人が特定され
るおそれがあ
る箇所、③設
計上のセキュ
リティに関する
箇所、④契約
交渉順位第1
位の事業者の
工事金額（算
定）

01364 R1.11.12 R1.11.12 「目白台運動公園」前指定管理者・西武パートナーズが所管課に提出をし
た下記の書類一式
3.安全対策マニュアル、災害時対応マニュアルに該当する書類一式
(最終評価検討会若しくは評価検討委員会時に提出）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、電
話番号

01365 R1.11.12 R1.11.12 公有財産管理運用委員会の旧元町小学校の活用に関する11月7日の会
議録及び資料

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

資料中の2応
募グループ⑴
⑵事業者名及
びその住所並
びに3選定の
結果中の第2
位以下の代表
事業者名

01366 R1.11.12 R1.11.12 （仮称）オープンレジデンシア小石川4丁目新築工事
令和元年9月24日（火）19：00～　議事録説明会

閲覧 公開 住環境課

01367 R1.11.12 R1.11.12 肥後細川庭園内にある水琴窟が載っている「新江戸川公園庭園改修工
事（第1期）の図面番号30/33（平成27年3月）

写しの交付 公開 みどり公園課

01368 R1.11.12 R1.11.21 令和2年度以降の文京区立図書館の指定管理者候補者の選定に関する
書類
事業計画書　Aグループ、Bグループ

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人が特定
できる写真、
②図書館運営
の取組内容、
収支計画書の
うち金額の内
訳

01369 R1.11.12 R1.11.12 工場・特定施設台帳
有限会社伸雅堂
文京区関口1-44-1

写しの交付 公開 環境政策課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01370 R1.11.13 R1.11.15 区内旅館業施設一覧（令和元年11月13日時点）
施設名称、所在地、営業者名、代表者名、業種、許可日、客室数、定員

写しの交付 公開 生活衛生課

01371 R1.11.13 R1.11.15 区内旅館業施設一覧（令和元年11月13日時点）
施設名称、所在地、営業者名（代表者名）、種別

写しの交付 公開 生活衛生課

01372 R1.11.13 R1.11.15 旧国家公務員小石川住宅解体工事
音羽地域活動センター解体工事
文京区立誠之小学校校舎解体工事
旧国家公務員春日町宿舎解体工事
水道交流館（水道職員住宅）解体工事
旧国家公務員千石宿舎解体工事
旧向丘地域活動センター外1施設解体工事
以上7件の工事設計内訳書（金額入り）

写しの交付 公開 整備技術課

01373 R1.11.13 R1.11.13 平成30年11月13日第20号の請願の請願項目3にある「上記3つの「要綱」
について現在の区を取り巻く住環境の変化、経済・社会構造の変化に対
応したまちづくりを合理的、効果的、かつ迅速に推進していけるようになっ
ているか各項目をひとつひとつ点検し、必要に応じて見直すよう区に働き
かけてください」とあるところ、区に於いて「各項目」を実際に「変化に対応
したまちづくりを合理的、効果的、かつ迅速に推進していけるようになって
いるかひとつひとつ点検」したことを裏付ける点検に関する文書並びに点
検結果を記した文書一式

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01374 R1.11.14 R1.11.14 平成16年11月から平成17年9月までの文京区教育委員会の議事録 写しの交付 公開 教育総務課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01375 R1.11.14 R1.11.28 ⑴令和元年5月末日までに日本保育サービスから平成30年度の学童保
育の委託料の請求を受けた文書
⑵日本保育サービスの平成30年度の学童保育の委託料を令和元年度予
算で支払うことを決裁した文書
⑶日本保育サービスの平成30年度の学童保育の委託料を令和元年度予
算で支払うことについて東京都との間で連絡した内容が分かる文書。決
裁文書を含む。

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①法人情報（第7
条第3号）、②不
存在（第12条第2
項）

①法人印影、
事業受託した
契約事業者の
名称、所在
地、代表者の
氏名及び受託
先育成室名、
②請求内容⑶
日本保育サー
ビスの平成30
年度の学童保
育の委託料を
令和元年度予
算で支払うこ
とについて東
京都との間で
連絡した内容
が分かる文
書。決裁文書
を含む。

01376 R1.11.14 R1.11.14 (1)令和元年9月9日に開催された第2回文京区緑の基本計画改定協議会
の議事録作成のために記録された協議の音声の電磁的記録と、(2)令和
元年11月11日に開催された第3回文京区緑の基本計画改定協議会の議
事録作成のために記録された協議の音声の電磁的記録

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01377 R1.11.14 R1.11.14 平成16年12月の建設委員会の議事録
平成17年9月頃の決算審査特別委員会の議事録

写しの交付 非公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

01378 R1.11.18 R1.11.18 2019文企広第793号に於いて、区議会事務局が「住環境課長より上記の
とおり回答があり、発言取り消しの申し出がないことから（中略）当該発言
のまま掲載する」とあるところの、執行機関の監視機能を持つ区議会の補
助機関である区議会事務局が執行機関からの発言取り消しの申し出が
ないと会議録の記載を削除できないとする法的根拠（法律・条例・要綱
等）を明記した文書

写しの交付 公開 区議会事務局

01379 R1.11.18 R1.11.18 2019文企広第793号に於いて、都市計画部住環境課が「住環境課長が
『基本構想に都市マスタープランはぶら下がっている計画になります』答
弁したところの『計画』は、マスタープラン（基本計画）という意味で用いて」
いると回答したところの、「都市マスタープラン」が「マスタープラン（基本計
画）」であるとする法的根拠（法律・条例・要綱・指針・基準等）を明記した
文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

75



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01380 R1.11.18 R1.11.18 2019文企広第793号に於いて、区議会事務局が「住環境課長より（中略）
発言取り消しの申し出がないことから（中略）当該発言のまま掲載する」と
あるところの、執行機関の監視機能を持つ区議会の補助機関である区議
会事務局が執行機関からの発言取り消しの申し出がないと会議録の記
載を削除できない規定が、文京区議会ホームページ運営基準第6条第1
項4号の上位法として定められていることを裏付ける法的根拠（法律・条
例・要綱等）を明記した文書

写しの交付 公開 区議会事務局

01381 R1.11.18 R1.11.18 文京区議会ホームページ運営基準第6条第1項4号の規定があるにも拘
わらず、執行機関に於いて「区議会の議会運営の実態に反し、誤解を与
えるおそれのある情報」でも、執行機関が「実態に反しない」「誤解を与え
るおそれがない」と強弁したならば、執行機関の監視機能を持つ区議会
の補助機関である区議会事務局が第6条第1項4号の規定に基づかず掲
載せざるを得ない法的根拠（法律・条例・要綱等）を明記した文書

写しの交付 公開 区議会事務局

01382 R1.11.18 R1.11.18 執行機関の監視機能を持つ区議会の補助機関である区議会事務局が、
2019文企広第793号の区議会事務局の回答にあるように、執行機関から
の回答の正当性や合理性をチェックせずに、執行機関からの回答に唯々
諾々と従う（あるいは従わなければならない）とする法的根拠（法律・条
例・要綱等・指針・基準・内規等）を明記した文書

写しの交付 公開 区議会事務局

01383 R1.11.18 R1.11.18 「令和元年10月30日付で受領しました『建設委員会における住環境課長
による虚偽答弁について』」の回答（2019文企広第793号）に際し、区議会
事務局が執行機関の監視機能を持つ区議会の補助機関として、住環境
課長の回答の正当性や合理性を区議会事務局としてチェックした事実が
あることを裏付ける記録文書一式

写しの交付 一部公開 区議会事務局 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所及
び連絡先

01384 R1.11.18 R1.11.18 2019年11月15日発行東京新聞朝刊掲載「都内で保育士の大量退職が相
次ぐ「5人以上」17園、10人中8人の園も　背景に待遇の悪さ」記事記載
の、2019年3月末の年度替わり前後に保育士の3割以上が退職した文京
区内の認可保育園について、その名称及び運営主体の名称がわかる資
料

写しの交付 非公開 幼児保育課 不存在（第12条
第2項）

01385 R1.11.18 R1.11.19 理、美容店営業許可台帳
期間：令和元年6月1日～令和元年10月末分新規営業許可施設
項目：施設の名称、所在地、電話番号、開設者指名（法人の場合は代表
者名、会社所在地、会社電話番号）

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01386 R1.11.18 R1.11.27 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2019年10月1日～2019年10月31日の期間に新規、更新の許可を
得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、廃業施設、自
動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

01387 R1.11.19 R1.11.19 情報公開請求の延長手続ガイドライン
情報公開請求の延長時の請求者説明に関するガイドライン

写しの交付 公開 総務課

01388 R1.11.19 R1.11.19 文京区緑の基本計画改定協議会の議事録作成とそのための協議会協議
の録音について、令和元年11月15日にみどり公園課長が両業務に関し
「コンサルに委託している」と話したところの、改定協議会の議事録作成と
そのための協議会協議の録音をコンサルに委託することができることを
裏付ける手続きを記した文書（※手続き的根拠もなく区職員の判断でコン
サルに委託できるなら、区職員は自らの業務軽減を図るため、無制限に
区民の税金を無駄使いできることになる）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01389 R1.11.19 R1.11.20 文京区緑の基本計画改定協議会の議事録作成とそのための協議会協議
の録音について、令和元年11月15日にみどり公園課長が両業務に関し
「コンサルに委託している」と話したところの、コンサルとの契約内容を記
した文書（※ただしコンサル名は非開示で構わない）

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01390 R1.11.19 R1.11.20 学校図書館司書について、学校が評価を行ったことが分かる3年間の全
て

写しの交付 公開 真砂中央図書館

01391 R1.11.19 R1.11.19 教育委員会定例会に報告すべきものとしないものの根拠になる文章全て 写しの交付 非公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

01392 R1.11.19 R1.11.19 「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした下記の書類一式
1.安全対策マニュアル、災害時対応マニュアルに該当する書類一式
(最終評価検討会若しくは評価検討委員会時に提出）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、電
話番号

01393 R1.11.19 R1.11.19 旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業
事業者公募の選考経過が分かる資料一式

写しの交付 一部公開 企画課 法人情報（第7条
第3号）

資料中の選定
されなかった
事業者名、住
所

77



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01394 R1.11.20 R1.11.28 平成31年度　私立保育所訪問報告書（4月分） 閲覧 写しの交付一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）

①特定園児の
氏名（イニシャ
ル）、年齢、肖
像、症状、行
動、病気、通
所履歴、該当
園児の保護者
の相談内容、
②指導職員の
心象、特定保
育士等への指
導や指導に先
立つ保育士の
行動、保育士
の氏名

01395 R1.11.20 R1.11.20 （仮称）水道二丁目認可保育園プロポーザル選定の内容 写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7条
第3号）

評価書中の選
定されなかっ
た事業者名並
びに事業者の
ノウハウに係
る情報及び内
容管理情報

01396 R1.11.20 R1.11.21 区立保育園の非常勤（保育士）募集の方の、テンダーラビング等の人材
派遣の契約内容について（仕様書等の内容）

写しの交付 公開 幼児保育課

01397 R1.11.20 R1.11.20 職員名簿（全職員記載で最新のもの） 写しの交付 公開 職員課
01398 R1.11.20 R1.11.20 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るための水防法・土砂災害防

止法改正に伴う文京区内の要配慮者利用施設に於ける避難確保計画の
作成・変更に関する令和元年11月20時点での区長への報告のうち、(1)区
内要配慮者利用施設一覧（令和元年11月20時点）と(2)報告文書の提出
状況が分かる一覧（同）

写しの交付 一部公開 防災課 不存在（第12条
第2項）

⑵報告文書の
提出状況が分
かる一覧（令
和元年11月20
時点）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01399 R1.11.20 R1.12.4 ⑴平成30年度の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都の子ども・子
育て支援交付金の交付申請書及び添付書類一式。決裁文書を含む。
⑵⑴に対しての国と都からの交付決定の通知文書一式。決裁文書を含
む。

写しの交付 一部公開 子育て支援課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①委託・補助
事業従業者の
氏名等、講演
会講師等の氏
名、個人委託
先住所・印
影、公務員の
資格に基づく
職務年数等・
個人メールア
ドレス、②事
業者の印影、
見積書等の内
訳、口座情報

01400 R1.11.20 R1.12.4 ⑴平成30年度の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都の子ども・子
育て支援交付金の交付申請書及び添付書類一式。決裁文書を含む。
⑵⑴に対しての国と都からの交付決定の通知文書一式。決裁文書を含
む。

写しの交付 一部公開 学務課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①個人のメー
ルアドレス、②
請求内容⑵に
該当する文書

01400 R1.11.20 R1.12.4 ⑴平成30年度の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都の子ども・子
育て支援交付金の交付申請書及び添付書類一式。決裁文書を含む。
⑵⑴に対しての国と都からの交付決定の通知文書一式。決裁文書を含
む。

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①個人のメー
ルアドレス、子
育てひろば職
員の氏名、②
システム入力
画面、見積書
の法人印影、
見積内訳書の
単価及び金
額、③請求内
容⑵に該当す
る文書

01401 R1.11.21 R1.11.21 2019年6月13日令和元年6月定例議会本会議（第3日）で成澤廣修区長が
「都市マスタープランは、まちの将来像や土地利用・都市施設等の整備方
針を定めたまちづくりのガイドラインであ」ると答弁したところの、「都市マ
スタープラン」がガイドライン（指針・指標・方針）であると言える法的根拠
（法律・条例・要綱・通達等）を明記した文書（※法令等がインターネット上
で公表されている場合は法令等の名称と第何条第何項何号に記載があ
るかだけの情報開示で構わない）

写しの交付 公開 都市計画課

79



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01402 R1.11.21 R1.11.21 2019年3月11日平成31年予算審査特別委員会で都市計画課長（当時）が
「都市マスタープランにつきましては、文京区におけるまちづくりの大きな
ガイドラインという位置付けとなってございます」と答弁したところの、「都
市マスタープラン」がガイドライン（指針・指標・方針）であると言える法的
根拠（法律・条例・要綱・通達等）を明記した文書（※法令等がインター
ネット上で公表されている場合は法令等の名称と第何条第何項何号に記
載があるかだけの開示で構わない）

写しの交付 公開 都市計画課

01403 R1.11.21 R1.11.21 2019年02月25日平成31年建設委員会で、都市計画課長（当時）が「ガイド
ラインでございますマスタープラン」と答弁したところの、「マスタープラン」
がガイドライン（指針・指標・方針）であると言える法的根拠（法律・条例・
要綱・通達等）を明記した文書（※法令等がインターネット上で公表されて
いる場合は法令等の名称と第何条第何項何号に記載があるかだけの開
示で構わない）

写しの交付 公開 都市計画課

01404 R1.11.21 R1.11.21 令和元年9月24日建設委員会で都市計画課長が「都市マスタープランそ
のものは、文京区としてのまちづくりの将来像、それですとか、土地利用
ですとか、あるいは都市施設の整備の方針などを定めた」と答弁したとこ
ろの、「都市マスタープラン」が「整備の方針などを定めた」ものであると言
える法的根拠（法律・条例・要綱・通達等）を明記した文書（※法令等がイ
ンターネット上で公表されている場合は法令等の名称と第何条第何項何
号に記載があるかだけの開示で構わない）

写しの交付 公開 都市計画課

01405 R1.11.21 R1.11.21 目白台運動公園
平成30年度の指定管理者の管理運営に対する事業報告書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人氏名、
顔写真、②法
人印影

01406 R1.11.21 R1.11.21 文京区立肥後細川庭園の指定管理者選定に関わる提案書 写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人の顔写真

01407 R1.11.22 R1.11.22 旧元町小と公園の一体的活用事業に係る整備、運営候補事業者の選定
に係る選考経過の一式

写しの交付 一部公開 企画課 法人情報（第7条
第3号）

資料中の選定
されなかった
事業者名、住
所

01408 R1.11.22 R1.11.25 スポーツ施設の指定管理者の平成30年度の事業報告書 写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01409 R1.11.22 R1.11.22 令和元年11月1～15日の期間に於いて、文京区民から文京区議会あるい
は文京区議会議長に提出された全ての「陳情」文書一式

写しの交付 公開 区議会事務局
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01410 R1.11.22 R1.11.22 令和2年度重点施策の事業企画書 写しの交付 一部公開 企画課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

事業経費（特
定財源、一般
財源及び一般
財源増減額）
及び積算内訳

01411 R1.11.22 R1.12.3 令和元年11月22日現在に許可のある食品衛生関係施設名簿（新規・更
新）のうち、飲食店営業許可施設一覧。ただし、自動販売機、移動、自動
車、臨時を除く。
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許可番号、
許可年月日、許可満了日、備考

写しの交付 公開 生活衛生課

01412 R1.11.25 R1.11.25 令和2年度重点施策の事業企画書 写しの交付 一部公開 企画課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

事業経費（特
定財源、一般
財源及び一般
財源増減額）
及び積算内訳

01413 R1.11.26 R1.11.26 千駄木1丁目マンション建設に関わる地元町会から建主への要望書 写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

個人の印影

01414 R1.11.26 R1.11.26 柳町小・明化小等改築　最終平面図について 写しの交付 公開 整備技術課
01415 R1.11.27 R1.11.27 (1)「11月25日付けでメールにて頂戴しましたお問い合わせの回答」（Tue,

26 Nov 2019 15:24:59 ）、(2)「11月23日付けでメールにて頂戴しましたお
問い合わせの回答」（Mon, 25 Nov 2019 11:36:15）、(3)「11月19日付けで
メールにて頂戴しましたお問い合わせにつきまして、下記のとおり文京区
議会議長の見解を回答」（Mon, 25 Nov 2019 11:31:58 ）の地方自治法上
の議決機関としての文書番号

写しの交付 公開 区議会事務局

01416 R1.11.27 R1.11.28 八ヶ岳高原学園指定管理委託の評価結果に関する資料 写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

評価資料にお
ける利用者の
個人情報

01417 R1.11.27 R1.11.27 千石児童館の指定管理者の評価に関わる資料一式 写しの交付 一部公開 児童青少年課 個人情報（第7条
第2号）

評価報告書の
うち、利用者
アンケート、シ
フト表及び事
故報告書の個
人氏名、住
所、電話番号
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01418 R1.11.27 R1.11.27 男女平等センター指定管理者指定における選考過程が分かる会議録及
び資料

写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①申請団体の
会長を除く役
員、常任委
員、事務長の
氏名、②申請
団体の会長の
印影

01419 R1.11.27 R1.11.27 男女平等センター指定管理者選定に係る会議録及び資料一式 写しの交付 公開 契約管財課
01420 R1.11.28 R1.11.28 令和2年度以降の文京区立図書館の指定管理の候補者選定に係る書類

一式
Aグループ、Bグループ

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人が特定
できる写真、
②図書館運営
の取組内容、
収支計画書の
うち金額の内
訳

01421 R1.11.28 R1.11.28 学校図書館支援事業担当者連絡会要点記録H30年～直近
H30年図書館指定管理　利用者懇談会実施報告書　Aグループ・Bグルー
プ

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 個人情報（第7条
第2号）

図書館員の氏
名

01422 R1.11.28 R1.11.28 千石児童館指定管理者の2次評価に関わる資料一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

評価シートに
おける委員名

01423 R1.11.28 R1.11.29 区立図書館を受託する指定管理事業者2者が、指定管理ガイドラインに
基づいて区へ提出した収支報告書　平成30年度分

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 法人情報（第7条
第3号）

収支報告書の
うち金額の内
訳

01424 R1.11.28 R1.11.29 平成30年度の区立図書館指定管理事業者の評価に関する情報の中で
退職者に関する情報

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 個人情報（第7条
第2号）

退職者数の図
書館毎の内訳
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01425 R1.11.28 R1.12.19 ⑴平成30年度の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都の子ども・子
育て支援交付金の決裁書類一式。決裁文書を含む。
⑵平成31年度・令和元年度の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都
の子ども・子育て支援交付金の交付申請書及び添付書類一式。決裁文
書を含む。
⑶⑵に対しての国と都からの交付決定の通知文書一式。決裁文書を含
む。

写しの交付 一部公開 子育て支援課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①委託・補助
事業従業者の
氏名等、講演
会講師等の氏
名、個人委託
先住所・印
影、公務員の
資格に基づく
職務年数等・
個人メールア
ドレス、②事
業者の印影、
見積書等の内
訳、口座情報

01426 R1.11.28 R1.11.28 文京区監査委員が令和元年11月1日付けで受け付けた住民監査請求を
同年11月19日付けで却下することを決裁した文書一式

写しの交付 一部公開 監査事務局 個人情報（第7条
第2号）

文京区職員措
置請求書のう
ち、請求者の
氏名、住所、
印影
不受理（却下）
の通知文のう
ち、請求人の
氏名

01427 R1.11.28 R1.11.28 文京区監査委員が令和元年11月1日付けで受け付けた住民監査請求に
ついて文京区監査委員から連絡を受けた内容が分かる文書一式。決裁
文書を含む。

写しの交付 公開 総務課

01428 R1.11.28 R1.12.10 旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業に係る整備・運営
候補事業者の選定に係る全て

写しの交付 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）、②法人
情報（第7条第3
号）、③犯罪予防
（第7条第4号）、
④行政運営情報
（第7条第6号）

①未公表の著
作物、②法人
ノウハウ、法
人が特定され
るおそれがあ
る箇所、③設
計上のセキュ
リティに関する
箇所、④契約
交渉順位第1
位の事業者の
工事金額（算
定）

01429 R1.11.29 R1.11.29 スポーツセンター他体育施設の指定管理者の平成30年、31年の事業計
画のうちの予算書

写しの交付 公開 スポーツ振興課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01430 R1.12.2 R1.12.13 中高層建築物を建設する前に～「中高層建築物の建築に係る紛争の予
防と調整及び開発事業の周知に関する条例」について～H31.4.1(問合せ
先文京区都市計画部住環境課)における(2)手続きの流れのア中高層建
築物のフローチャート（３頁）に於いて、「戸別訪問・説明会等の開催」の終
わった後に「建築確認申請等」をすることが嘘偽りない真実であることを
裏付ける法的あるいは手続き的根拠が記載された文書（※法律・条例・
要綱等の正式名称、何条何項何号のみで構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01431 R1.12.2 R1.12.13 小日向2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築
主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら事業者側が平成31年1
月時点の当初計画から令和元年11月27日までの期間に於いて、「文京区
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関
する条例施行規則」第七条に基づき、建築に係る計画を修正あるいは変
更するたびに速やかに標識等の記載事項を訂正し、かつその旨を区長に
届け出た文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01432 R1.12.2 R1.12.13 小日向2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築
主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら事業者側が文京区長に
提出した「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開
発事業の周知に関する条例施行規則」の「別記様式第3号(第10条関係)」
と「別記様式第4号(第10条関係)」の全文書

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①氏名、住
所、電話番
号、建築物番
号、②請求内
容のうち別記
様式第3号（第
10条関係）に
相当する情報
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01433 R1.12.2 R2.1.30 (1)文京区に於いて保存している「文京区中高層建築物の建築に係る紛
争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則」別記様式
第5号(第11条関係)の全文書、(2)「文京区中高層建築物の建築に係る紛
争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」第八条第2項に於い
て、区長に対し紛争当事者の一方から調整の申出があったケースにおけ
る「相当な理由」が記載された全文書（※(1)(2)とも個人情報は開示対象と
しない）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4
号）、④不存在
（第12条第2項）

①氏名、住
所、電話番
号、印影（個
人）、個人に
関する評価、
②印影（法
人）、③平面
図の住戸内
部、④「文京
区中高層建築
物の建築に係
る紛争の予防
と調整及び開
発事業の周知
に関する条
例」第八条第2
項に於いて、
区長に対し紛
争当事者の一
方から調整の
申出があった
ケースにおけ
る「相当な理
由」が記載さ
れた全文書

01434 R1.12.2 R1.12.9 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
10月21日～12月1日における建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／老人ホーム運営会社（アライブメディケア）等からの福祉部介護保険課
への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報
告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文書
（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資
料等を含む）

写しの交付 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
メールアドレ
ス、その他個
人を特定しう
る情報

01435 R1.12.2 R1.12.2 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
10月21日～12月1日における建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／設計者（松本建築設計事務所）／老人ホーム運営会社（アライブメディ
ケア）等からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への
事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01435 R1.12.2 R1.12.2 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
10月21日～12月1日における建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／設計者（松本建築設計事務所）／老人ホーム運営会社（アライブメディ
ケア）等からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への
事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01435 R1.12.2 R1.12.3 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
10月21日～12月1日における建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／設計者（松本建築設計事務所）／老人ホーム運営会社（アライブメディ
ケア）等からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への
事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01435 R1.12.2 R1.12.9 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
10月21日～12月1日における建築主（コマイ商事）／施工者（トヨダ工業）
／設計者（松本建築設計事務所）／老人ホーム運営会社（アライブメディ
ケア）等からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元区民への
事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01436 R1.12.2 R1.12.9 令和元年10月21日～令和元年12月1日までの期間で、小日向2丁目175
番地（地番）で横山産業・福子工務店ら事業者側が計画するマンション建
設を巡る各種条例・要綱等に基づいた各種事前協議書類や協議書類、
事業者側が区に提出・提供した資料等の全文書（※事業者側と区職員／
区職員と区議間におけるやり取りの内部記録等を含む。但し建築確認申
請書類は除く）

写しの交付 一部公開 都市計画課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏
名、測量士氏
名、登録番
号、②法人印
影

01436 R1.12.2 R1.12.9 令和元年10月21日～令和元年12月1日までの期間で、小日向2丁目175
番地（地番）で横山産業・福子工務店ら事業者側が計画するマンション建
設を巡る各種条例・要綱等に基づいた各種事前協議書類や協議書類、
事業者側が区に提出・提供した資料等の全文書（※事業者側と区職員／
区職員と区議間におけるやり取りの内部記録等を含む。但し建築確認申
請書類は除く）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01436 R1.12.2 R1.12.9 令和元年10月21日～令和元年12月1日までの期間で、小日向2丁目175
番地（地番）で横山産業・福子工務店ら事業者側が計画するマンション建
設を巡る各種条例・要綱等に基づいた各種事前協議書類や協議書類、
事業者側が区に提出・提供した資料等の全文書（※事業者側と区職員／
区職員と区議間におけるやり取りの内部記録等を含む。但し建築確認申
請書類は除く）

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01436 R1.12.2 R1.12.2 令和元年10月21日～令和元年12月1日までの期間で、小日向2丁目175
番地（地番）で横山産業・福子工務店ら事業者側が計画するマンション建
設を巡る各種条例・要綱等に基づいた各種事前協議書類や協議書類、
事業者側が区に提出・提供した資料等の全文書（※事業者側と区職員／
区職員と区議間におけるやり取りの内部記録等を含む。但し建築確認申
請書類は除く）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01437 R1.12.2 R1.12.13 小日向2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設を巡り、建築
主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら事業者側が文京区に提
出した住民説明会の議事録（第１回説明会及び第２回説明会）

写しの交付 公開 住環境課

01438 R1.12.2 R1.12.4 食品営業許可台帳の令和元年11月1日～11月末日までの新規許可分
（飲食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01439 R1.12.2 R1.12.5 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和元年11月1日～令和元年11月30日の新規営業許可）
（自動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店、廃業を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月

写しの交付 公開 生活衛生課

01440 R1.12.2 R1.12.2 アカデミー文京外6施設の指定管理者の評価結果が分かる会議録及び
資料一式

写しの交付 公開 アカデミー推進
課

01441 R1.12.2 R1.12.2 アカデミー文京外6施設の指定管理者二次評価結果が分かる会議録及
び資料一式

写しの交付 一部公開 契約管財課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

評価委員会資
料中、評価
シートにおけ
る委員名

01442 R1.12.2 R1.12.3 育成室委託料未払い事件分限処分に関して適用された一切の法令（要
綱、通達を含む）の名前

写しの交付 公開 職員課

01443 R1.12.2 R1.12.2 文京区監査委員が令和元年11月1日付けで受け付けた住民監査請求を
却下する判断をする際の「住民監査請求要件審査表」で、監査請求人が
文京区の住民であることの調査の文書、及び「当該行為のあった日」を
「令和元年6月20日」とした根拠の文書（他の部署との連絡内容を記した
文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 監査事務局 個人情報（第7条
第2号）

住民監査請求
に伴う住民票
の交申請文書
のうち、調査
対象者の住
所、氏名

01444 R1.12.2 R1.12.4 2019年11月1日から11月30日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新
規で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、許可年月日、許可満
了日、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01445 R1.12.2 R1.12.2 文京区小日向2丁目346番の1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）に於
いて、建築主（エイビス）／設計主（アデザイン）らが計画しているマンショ
ン建設を巡り、文京区の各種条例・要綱等に基づく各種協議資料や事業
者側から区へ提出された届け出／申請書類／資料等並びに事業者側と
区職員の面会・相談等のやり取りの記録等

写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者名、
②法人の印影
携帯電話番
号、②法人印
影

01445 R1.12.2 R1.12.10 文京区小日向2丁目346番の1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）に於
いて、建築主（エイビス）／設計主（アデザイン）らが計画しているマンショ
ン建設を巡り、文京区の各種条例・要綱等に基づく各種協議資料や事業
者側から区へ提出された届け出／申請書類／資料等並びに事業者側と
区職員の面会・相談等のやり取りの記録等

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人印影、
担当者名、②
法人印影、③
平面図の住戸
内部

01445 R1.12.2 R1.12.2 文京区小日向2丁目346番の1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）に於
いて、建築主（エイビス）／設計主（アデザイン）らが計画しているマンショ
ン建設を巡り、文京区の各種条例・要綱等に基づく各種協議資料や事業
者側から区へ提出された届け出／申請書類／資料等並びに事業者側と
区職員の面会・相談等のやり取りの記録等

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01445 R1.12.2 R1.12.2 文京区小日向2丁目346番の1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）に於
いて、建築主（エイビス）／設計主（アデザイン）らが計画しているマンショ
ン建設を巡り、文京区の各種条例・要綱等に基づく各種協議資料や事業
者側から区へ提出された届け出／申請書類／資料等並びに事業者側と
区職員の面会・相談等のやり取りの記録等

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01446 R1.12.2 R1.12.31 「担任事務の引継ぎについて（通達）四九文総総発第五三九号」に定める
教育推進部長に関する事務引継書
作成していない場合は、その理由及び作成しないことを認めたもの（職名
含む）

写しの交付 公開 教育総務課
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01446 R1.12.2 R2.1.31 「担任事務の引継ぎについて（通達）四九文総総発第五三九号」に定める
教育推進部長に関する事務引継書
作成していない場合は、その理由及び作成しないことを認めたもの（職名
含む）

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①個人情報（第7
条第2号）、②審
議、検討又は協
議に関する情報
（第7条第5号）、
③行政運営情報
（第7条第6号）

①児童青少年
課長の引継ぎ
書のうち人事管
理に係る記載、
育成担当の引
継ぎ書のうち個
人氏名及び家
庭状況、施設整
備・補助金担当
の引継ぎ書のう
ち個人名、②施
設整備・補助金
担当の引継ぎ
書のうち施設の
整備に関する
検討課題、③児
童青少年課長
の引継ぎ書のう
ち区政運営に
係る検討課題、
児童係長の引
継ぎ書のうち人
事管理に係る
記載、庶務担当
の引継ぎ書のう
ち父母会キャン
プについて、施
設整備・補助金
担当の引継ぎ
書のうち施設の
整備に関する
検討課題

01447 R1.12.2 R1.12.13 育成室に係る「文京区会計事務規則」に定める収支命令者の平成29年
度、平成30年度及び平成31・元年度の任命状況（職名及び担任区分を含
む）

写しの交付 非公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

01447 R1.12.2 R1.12.16 育成室に係る「文京区会計事務規則」に定める出納員の平成29年度、平
成30年度及び平成31・元年度の任命状況（職名及び担任区分を含む）

写しの交付 一部公開 児童青少年課 不存在（第12条
第2項）

平成30年度及
び平成31・元
年度の任命状
況

01448 R1.12.2 R1.12.13 「東京都文京区事案決定規定の制定について（通達）六〇文総総発第九
九九号」で規定されている教育推進部長が定めた実施細目（平成30年度
のもの）

写しの交付 非公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

01449 取下げ
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01450 R1.12.2 R1.12.16 平成29年度の育成室委託料（4社）支払いに関する財務会計上の資料一
式

写しの交付 一部公開 教育総務課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01451 R1.12.2 R1.12.16 平成30年度の育成室委託料（4社）支払いに関する財務会計上の資料一
式

写しの交付 一部公開 教育総務課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01452 R1.12.2 R1.12.16 育成室に係る「文京区教育局行政情報管理規則」に定める行政情報管理
補助者及びファイリング取扱者の平成29年度、平成30年度及び平成31年
度・令和元年度任命状況（職名及び担任区分を含む）

写しの交付 非公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

01453 R1.12.3 R1.12.3 令和元年9月24日の建設委員会に於いて、有坂住環境課長が「紛争予防
条例」第４条の「当事者の責務」について答弁した（会議録速報版38～39
頁）とおりに、住環境課が小日向2丁目175番地（地番）でマンション建設を
計画している建築主（横山産業）や施工者・設計者（福子工務店）ら事業
者側に対し、第四条遵守するよう指導した実績（いつ、誰に、何について、
どのような指導をしたか）の記録等（※令和元年12月3日正午時点まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01454 R1.12.3 R1.12.3 令和元年9月24日の建設委員会に於いて、空き家等利活用事業に関する
沢田副委員長の質問に対し、有坂住環境課長が「今、他の自治体の状況
等も確認等をしているところではございます」（会議録速報版88頁）と答弁
したところの、文京区に於いて現在「確認をしている」「他の自治体の状況
等」に関する資料一式

写しの交付 公開 住環境課

01455 R1.12.3 R1.12.3 アカデミー文京外6施設の指定管理者の評価委員会の議事録 写しの交付 一部公開 契約管財課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

委員名

01456 R1.12.3 R1.12.3 中高層建築物を建設する前に～「中高層建築物の建築に係る紛争の予
防と調整及び開発事業の周知に関する条例」について～に於いて、「説
明会等が終わりましたら、建築確認申請等の手続きをする前に（中略）
「説明会等報告書」を提出してください」（10頁）と書いてあるところの、(1)
「説明会等が終わりましたら、建築確認申請等の手続き」をする、(2)「建築
確認申請等の手続きをする前に「説明会等報告書」を提出」することのそ
れぞれの法的あるいは手続き的根拠が記載された文書（※法律・条例・
要綱等の名称、何条何項何号のみで構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01457 R1.12.4 R1.12.12 文京区千駄木２丁目２１０番２、外で予定されている「（仮称）オープンレジ
デンシア千駄木２丁目２新築工事」に関して、文京区中高層建築物の建
築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例に基づ
き、建築主である株式会社オープンハウス・ディベロイップメントから文京
区住環境課に対して提出された上記建築物に関する申請書類その他一
切の書類

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①氏名、住
所、個人の印
影、建築物番
号、②法人の
印影

01458 取下げ
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01459 R1.12.4 R1.12.6 「憲法を考える映画の会」の以下の文書
１．団体登録に関するすべての書類
２．団体登録時に文京区に在住、在勤、在学を確認した書類
３．団体登録の更新手続きに関するすべての書類、および在住、在勤、在
学を確認した書類
４．令和元年１２月８日文京区民センター3A会議室で午後～夜間の区分
で「憲法を考える映画の会」が開催する映画上映会の施設予約申請書
※）いずれの文書も申請者の連絡先の市外局番と市内局番の上一桁程
度は明らかにされたい。

写しの交付 一部公開 区民課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①代表者の郵
便番号、住
所、電話番
号、メールアド
レス、勤務先
情報、連絡者
の電話番号、
口座情報等、
②パスワー
ド、暗証番号、
法人印影、③
請求内容のう
ち、3・4に該当
する文書

01460 R1.12.4 R1.12.4 １．令和元年１２月８日文京区民センター3A会議室で午後～夜間の区分
で「憲法を考える映画の会」が開催する映画上映会の後援名義申請書
２．１の決定書
※）いずれの文書も申請者の連絡先の市外局番と市内局番の上一桁程
度は明らかにされたい。

写しの交付 非公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

01461 R1.12.5 R1.12.19 民生費・児童福祉費・児童館費・委託料・一般委託費に係る平成29年度
以降の歳出簿

写しの交付 公開 児童青少年課

01462 R1.12.5 R1.12.17 建築主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら事業者側が小日向
2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設について「文京区ワン
ルームマンション等の建築及び管理に関する条例」第8条第1～4項、「同
条例施行規則」第9条第1、3項に関わる全ての文書

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人印影、
担当者名、②
法人印影、③
平面図の住戸
内部

01463 R1.12.5 R1.12.17 建築主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら事業者側が小日向
2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設について「文京区ワン
ルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則」第8条に関
わる全ての文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01464 R1.12.5 R1.12.17 建築主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら建築主等が小日向
2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設について「文京区ワン
ルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則」第5条第5項
に関わる全ての文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01465 R1.12.5 R1.12.5 文京区監査委員が令和元年11月1日付けで受け付けた住民監査請求に
係る委員協議への出席依頼の文書、委員への配布資料、委員協議の議
事録、委員協議出席の日当交通費等の文書

写しの交付 一部公開 監査事務局 個人情報（第7条
第2号）

監査委員の住
所・メールアド
レス、請求者
氏名・住所・印
影・組織名・電
話番号・メー
ルアドレス

01466 R1.12.5 R1.12.11 1　令和元年11月1日～令和元年11月30日の間で飲食店営業の新規許可
を受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべ
て）の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回
許可年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社
所在地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年11月1日～令和元年11月30日の間に理容・美容業の新規許
可を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在
地、③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設
者住所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨
確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01467 R1.12.5 R2.12.9 公園灯等改修工事（令和元年度）の施工体系図、下請負者一覧表につい
て

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01468 R1.12.5 R1.12.11 次の工事の施工体系図、下請負者一覧表
・街路灯及び保安灯改修工事（令和元年度）

閲覧 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

現場責任者の
氏名

01469 R1.12.5 R1.12.11 飲食店営業許可書（自動販売機・露店は除く）（令和元年12月5日現在の
もの）
【内容】店舗名、店舗住所、店舗電話番号、営業者氏名（法人の場合は、
本社名、本社住所、代表者氏名、本社電話番号）、許可年月日、許可満
了日、業種

写しの交付 公開 生活衛生課

01470 R1.12.6 R1.12.6 24文土菅877号告示 写しの交付 公開 管理課
01471 R1.12.6 R1.12.16 令和元年9月24日から10月23日まで募集した「文の京」総合戦略に関し、

文京区に届いた全ての意見（※意見提出者の個人情報は非公開で構わ
ない。大量にある場合はＣＤ－Ｒでの交付を希望）

写しの交付 一部公開 企画課 個人情報（第7条
第2号）

意見提出者の
住所、氏名、
意見における
個人に関する
情報

01472 R1.12.6 R1.12.6 春日2丁目10番の緑化計画書　2部 写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者の氏
名、印影、②
建築主の印影

92



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01473 R1.12.9 R1.12.18 東京都千代田区内における営業許可のある宿泊施設
（ホテル、旅館、簡易宿泊所など）データの情報開示の件
（記載希望項目）
ホテル・旅館・簡易宿泊などの区別
ホテル、旅館名
営業施設名称及び所在地
営業施設の電話番号
客室数
営業許可年月
営業許可主体の名称（会社名）
営業許可主体の代表者名
営業許可主体の住所（会社住所）
営業許可主体の電話番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 個人情報（第7条
第2号）

営業者住所、
電話番号

01474 R1.12.9 R1.12.9 国内交流連絡調整会議の資料・記録2016年～2019年の分の全て 写しの交付 公開 アカデミー推進
課

01475 取下げ
01476 R1.12.10 R1.12.13 文京区管轄の医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等

に関する法律に基づく下記許可業者一覧（直近のもので、日付の記載を
お願いします。）薬局、旧薬種商販売業、店舗販売業
必須項目：許可業種、店舗名称、店舗所在地、店舗電話番号、開設者氏
名、休止情報
※店舗販売業に関しては上記に加え、管理者氏名、管理者資格

写しの交付 公開 生活衛生課

01477 R1.12.11 R1.12.11 行政情報公開請求書（受付番号01-436）に対する行政情報の一部公開
の決定（2019文都都第218号）を巡り、文京区長の最終決裁までにどの部
課の誰の手を経て一部公開決定の判断がされ、処分が下されたかを示
す回覧や稟議等の区役所内の文書（請求者に渡した通知書・公開資料は
含まない）

写しの交付 公開 都市計画課

01478 R1.12.12 R1.12.13 自然体験教室で友好都市との連絡文章一式 写しの交付 一部公開 学務課 行政運営情報
（第7条第6号）

金額、業者名

01479 R1.12.12 R1.12.12 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームの建設予定地の
崖部分（土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等の第二次指
定区域）について、伊勢湾台風後、東京都あるいは文京区が公的資金を
使って擁壁等を築いたことに関係する文書一式（※同区域を土砂災害特
別警戒区域として二次指定する際に関連資料でも可）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

93



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01480 R1.12.12 R1.12.12 令和元年1月1日～12月12日に於いて、西片1-14-7で計画されている介
護付き有料老人ホームに関し、建築主／施工者／設計者等から文京区
に対して建設予定地の崖部分（土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警
戒区域等の第二次指定区域）について、伊勢湾台風後、東京都あるいは
文京区が公的資金（補助金・助成金含む）を使って擁壁等を築いたことに
関する問い合わせや相談等に関する文書一式（電話やメールによる問い
合わせ記録や面会の応答記録等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01481 R1.12.13 R1.12.13 澤井都市計画課長と有坂住環境課長からの回答文書（2019文都都第185
号）に於いて、建設委員会での住環境課長の発言が「（文京区都市マス
タープランが）文京区の都市計画に関する基本計画（マスタープラン）であ
ることをご説明した」と記載したところの、都市マスを「基本計画（マスター
プラン）」と説明することが正当かつ合理的であることを裏付ける法的・手
続き的根拠が記載された文書（※公開されている場合は法律や条令・要
綱・基準等の正式名称、第何条、第何項、第何号で構わない

写しの交付 公開 都市計画課

01482 R1.12.13 R1.12.13 熱田直道広報課長からの回答文書（2019文企第875号）に於いて、「「区
民の声」については、区長による決定の上で回答を行うなどの手続きを取
ることにより、誠実に処理を行っております」と記載したところの、「区長に
よる決定の上で回答を行うなどの手続きを取る」ことが請願法第5条及び
第6条を担保するものであることを裏付ける法的・手続き的根拠が記載さ
れた文書（※公開されている場合は法律や条令・要綱・基準等の正式名
称、第何条、第何項、第何号で構わない）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01483 R1.12.13 R1.12.13 熱田直道広報課長からの回答文書（2019文企第875号）に於いて、「本区
では、執行機関に提出された請願については、区政に対する意見・要望
等として、「区民の声」の制度で対応しております」と記載したところの、請
願法に基づく請願を「文京区に於いて「区民の声」の制度で対応」すると
定めた法的・手続き的根拠が記載された文書（※公開されている場合は
法律や条令・要綱・基準等の正式名称、第何条、第何項、第何号で構わ
ない）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01484 R1.12.13 R1.12.13 有坂和彦住環境課長からの回答文書（2019文都住第687号）に於いて、
建設委員会での有坂住環境課長の発言が「（文京区都市マスタープラン
が）文京区の都市計画に関する基本計画（マスタープラン）であることをご
説明した」と記載したところの、都市マスを「基本計画（マスタープラン）」と
説明できることを裏付ける正当かつ合理的な法的・手続き的根拠が記載
された文書（※公開されている場合は法律や条令・要綱・基準等の正式
名称、第何条、第何項、第何号で構わない）

写しの交付 公開 住環境課
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01485 R1.12.13 R1.12.13 高橋征博都市計画部長からの回答文書（2019文都住第686号）に於い
て、建設委員会での有坂和彦住環境課長の発言が「（文京区都市マス
タープランが）文京区の都市計画に関する基本計画（マスタープラン）であ
ることをご説明した」と記載したところの、都市マスを「基本計画（マスター
プラン）」と説明できることを裏付ける正当かつ合理的な法的・手続き的根
拠が記載された文書（※公開されている場合は法律や条令・要綱・基準
等の正式名称、第何条、第何項、第何号で構わない）

写しの交付 公開 住環境課

01486 R1.12.16 R1.12.17 「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に
関する条例」及び「同条例施行規則」における「あっせん」「調停」にかか
わる各種内部基準の文書一式（あっせん・調停への参加人数や資格、代
表当事者の選定の諾否等の規定や基準含む）

写しの交付 公開 住環境課

01487 R1.12.16 R1.12.16 高橋征博都市計画部長からの回答文書（2019文都住第686号）に対する
情報公開請求（01-485）の公開決定（2019文都住第743号）の文書（文京
区都市マスタープラン3頁）に於いて、都市計画法第18条の2に基づく「市
町村の都市計画に関する基本的な方針」の対象期間（あるいは基本方針
の期間）を「計画期間」と称して記載できることを裏付ける都市計画法等
の法的根拠が記載された文書（※公開されている場合は正式名称、第何
条、第何項、第何号で構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01488 R1.12.16 R1.12.16 元町小学校、元町公園のプロポーザルに関わる事務についての提案書 写しの交付 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）、②法人
情報（第7条第3
号）、③犯罪予防
（第7条第4号）、
④行政運営情報
（第7条第6号）

①未公表の著
作物、②法人
ノウハウ、法
人が特定され
るおそれがあ
る箇所、③設
計上のセキュ
リティに関する
箇所、④契約
交渉順位第1
位の事業者の
工事金額（算
定）

01489 R1.12.17 R1.12.17 細街路協議済番号27-297（平成28年4月28日）に関する
・細街路拡幅整備協議書
・協議申請時に添付された図面の内の現況平面図

閲覧 写しの交付一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①担当者名、
②法人印影、
③協議申請時
に添付された
図面の内の現
況平面図
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01490 R1.12.18 R1.12.18 令和元年9月24日の建設委員会に於いて有坂和彦住環境課長が文京区
都市マスタープランは「基本構想にぶら下がっている計画になります」と答
弁したところの、文京区の都市マスが「基本方針」や「ガイドライン」ではな
く「計画」であるとすることを記した全ての庁内記録（庁議資料や都市計画
部内の要点記録・メモ等含む。但し文京区都市マス3頁除く。期間は「文京
区都市マスタープラン2011」策定以降、現時点まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01491 R1.12.18 R1.12.25 2019-00807文京区林町小学校南東側及び南西側万年塀等改修工事
上記工事の役所単価が記載されている内訳書
代価は最下層まで、経費計算内訳を含む

写しの交付 公開 学務課

01492 R1.12.19 R1.12.24 令和元年度市立小中学校児童生徒尿検査委託の件
⑴業者募集に関する書類
⑵業者からの応募に関する書類
⑶業者選定に関する書類
⑷実施計画表1次・2次・3次予定表を含む
⑸過去10年の業者名

写しの交付 一部公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

令和元年度市
立小中学校児
童生徒尿検査
委託の件
⑴業者募集に
関する書類
⑵業者からの
応募に関する
書類
⑸過去10年の
業者名

01493 R1.12.19 R1.12.19 建築主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら事業者側が小日向
2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設について「文京区ワン
ルームマンション等の建築及び管理に関する条例」第8条第1～4項、「同
条例施行規則」第9条第1、3項に関わる全ての文書（※前回01-462、2019
文都住第739号で閲覧済。文書量が多いので半分に分けCD-R2枚（200
円）で希望）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人印影、
担当者名、②
法人印影、③
平面図の住戸
内部

01494 R1.12.19 R1.12.19 建築主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら建築主等が小日向
2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設について、「文京区中
高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関す
る条例」第四条第1項を建築主等に遵守させるために住環境課が建築主
等に指導や注意喚起を促す等をした事実を裏付ける記録（令和元年12月
19日時点まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01495 R1.12.19 R1.12.19 建築主（横山産業）／施工者・設計者（福子工務店）ら建築主等が小日向
2丁目175番地（地番）で計画しているマンション建設について、「文京区ワ
ンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」第5条を建築主等に
遵守させるために住環境課が建築主等に指導や注意喚起を促す等をし
た事実を裏付ける記録（令和元年12月19日時点まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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01496 R1.12.19 R1.12.19 「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の
周知に関する条例」に基づく「あっせん」「調停」に関し、区長以外に関与
できる区職員の範囲等や役割を定めた基準等の規定（※何から何まで区
長1人で担うとは社会常識に照らして考えられない）

写しの交付 公開 住環境課

01497 R1.12.19 R1.12.19 建築主（エイビス）／設計者（アデザイン）ら建築主等が小日向2-10-28
（住居表示）で計画しているマンション建設について、「文京区中高層建築
物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」
第四条第1項を建築主等に遵守させるために住環境課が建築主等に指
導や注意喚起を促す等をした事実を裏付ける記録（令和元年12月19日時
点まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01498 R1.12.19 R1.12.19 建築主（エイビス）／設計者（アデザイン）ら建築主等が小日向2-10-28
（住居表示）で計画しているマンション建設について、「文京区ワンルーム
マンション等の建築及び管理に関する条例」第5条を建築主等に遵守させ
るために住環境課が建築主等に指導や注意喚起を促す等をした事実を
裏付ける記録（令和元年12月19日時点まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01499 R1.12.19 R1.12.19 令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラン」の趣旨が
事業者に十分に理解されているかについて有坂住環境課長が「都市計画
課の担当職員を紹介し」「内容について理解をしてもらうように促してい
る」と答弁したように、小日向2丁目175番地（地番）でマンション建設を計
画している横山産業／福子工務店ら建築主等に対して都市マスの内容を
理解してもらうように促した事実があることを裏付ける記録（令和元年12
月19日まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01500 R1.12.19 R1.12.19 令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラン」の趣旨が
事業者に十分に理解されているかについて有坂住環境課長が「都市計画
課の担当職員を紹介し」「内容について理解をしてもらうように促してい
る」と答弁したように、小日向2-10-28（住居表示）でマンション建設を計画
しているエイビス／アデザインら建築主等に対して都市マスの内容を理解
してもらうように促した事実があることを裏付ける記録（令和元年12月19
日まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01501 R1.12.19 R1.12.19 「文京区都市マスタープラン2011」策定後、令和元年12月19日までの期間
の中高層条例に基づく「あっせん」「調停」案件に於いて、令和元年9月24
日の建設委員会で「文京区都市マスタープラン」の趣旨が事業者に十分
に理解されているかについて有坂住環境課長が「都市計画課の担当職
員を紹介し」「内容について理解をしてもらうように促している」と答弁した
ように、それぞれの案件の建築主等に対して都市マスの内容を理解して
もらうように促した事実があることを裏付ける記録

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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01502 R1.12.19 R1.12.25 ①平成23年度、平成28年度橋梁定期点検業務委託の点検調書（駒塚
橋、掃部橋、染井橋）
②駒塚橋のしゅん工図4/28、5/28
③染井橋のしゅん工図2/54、3/54、10～20/54
④掃部橋のしゅん工図1/21、3/21、4/21、5/21

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

平成28年度点
検調書の点検
者氏名

01503 R1.12.20 R1.12.20 狭隘協議済確認第30-157号（平成30年12月21日）に関する
・細街路拡幅整備協議書
・協議申請時に添付された図面の内の現況平面図

閲覧 写しの交付一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①担当者名、
担当者の携帯
電話番号、②
法人の印影、
③協議申請時
に添付された
図面の内の現
況平面図

01504 R1.12.20 R1.12.26 令和元年9月24日の建設委員会で有坂住環境課長が「改善策などにつき
ましては、今後、この本委員会に御報告をさせていただいた上で、委員皆
様方の御意見を伺いまして、施行に向けていきたい」（速報版25頁）と答
弁したところの「改善策など」に関する全ての文書及び記録並びに資料一
式（但し11月29日付2019文都住第678-2号を除き、それより後の文書及
び資料に限る）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01505 R1.12.20 R2.1.30 （１）文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱の
改正について（24-09／募集期間平成24年9月28日～10月29日）に寄せら
れた全てのパブリックコメント、（２）文京区ワンルームマンション等の建築
及び管理に関する条例の改正について（24-08／募集期間平成24年9月
28日～10月29日）に寄せられた全てのパブリックコメント

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

住所、氏名、
電話番号、
FAX番号、印
影（個人）
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01506 R1.12.20 R2.1.30 （１）文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業
の周知に関する条例の制定の際に寄せられた全てのパブリックコメント、
（２）文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の制定
の際に寄せられた全てのパブリックコメント

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①住所、氏
名、電話番
号、FAX番
号、印影（個
人）、②文京
区中高層建築
物の建築に係
る紛争の予防
と調整及び開
発事業の周知
に関する条例
の制定の際に
寄せられた全
てのパブリック
コメント

01507 R1.12.23 R1.12.23 1．所管課「みどり公園課」の確認記録
令和元年8月15日～12月20日迄の分
2．「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」指定医管理者の代表企業「公園
財団」が「安全対策マニュアル」に「日本赤十字社」の許可を得たと虚偽の
記載を行って掲載の事実、出典先を隠し「日本赤十字社」の著作権侵害
を行った事実の経緯経過を所管課に報告した際の顛末書或いは報告書
に該当する書面。

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人のメール
アドレス

01508 R1.12.23 R1.12.23 第3期「目白台運動公園」指定管理者募集時に「公園財団」が提出をした
企画提案書
下記の頁をカラー写真で開示を求める。
2頁、24頁、28頁

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

個人の顔写真

01509 R1.12.23 R1.12.25 行政情報公開請求（01-490）に対する非公開決定通知（2019文都住第
758号）に於いて、請求内容に相当する文書が存在するかどうか検索した
「文京区都市マスタープラン2011」策定後から令和元年12月19日までの
庁内記録リスト（庁議資料や都市計画内部の要点記録・メモ等含む）※改
めてリストを作成する必要性が生じるなら、請求内容に相当する文書が
存在するかどうか検索した全庁内記録をCD-Rで求める。

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01510 取下げ
01511 R1.12.24 R1.12.24 1.「肥後細川庭園」の代表企業、構成企業間で交わした「協定給与」の協

定書等一式
2.契約管財課へ平成29、30年度の収支報告書の訂正の必要がないと回
答を受け担当係員が所管課課長への報告をした事が確認をできる書面
一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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01512 R1.12.25 R1.12.25 有坂和彦住環境課長からの回答文書（2019文都住第687号）に対する情
報公開請求（01-484）の公開決定（2019文都住第742号）の文書（文京区
都市マスタープラン3頁）に於いて、都市計画法第18条の2に基づく「市町
村の都市計画に関する基本的な方針」の対象期間（あるいは基本方針の
期間）を「計画期間」と称して記載できることを裏付ける都市計画法等の
法的根拠が記載された文書（※公開されている場合は正式名称、第何
条、第何項、第何号で構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01513 R1.12.25 R1.12.25 澤井都市計画課長と有坂住環境課長からの回答文書（2019文都都第185
号）に対する情報公開請求（01-481）の公開決定（2019文都都第225号）
の文書（文京区都市マスタープラン3頁）に於いて、都市計画法第18条の2
に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の対象期間（あるい
は基本方針の期間）を「計画期間」と称して記載できることを裏付ける都
市計画法等の法的根拠が記載された文書（※公開されている場合は正
式名称、第何条、第何項、第何号で構わない）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01514 R1.12.25 R1.12.25 文京区長宛てに令和元年8月23日付で提出した「請願」に対する熱田直
道広報課長からの回答文書（2019文企広第573号）に於いて、「請願を提
出した方や区民等にとって分かりやすくなるよう、今後、回答における表
記のあり方や文京区民の声取扱要綱の見直しについて検討してまいりた
い」としたところの令和元年9月9日から12月24日時点までの検討状況を
示す文書や記録、メモ等（区職員間の検討に関するメール等のやり取り
含む）

写しの交付 公開 広報課

01515 R1.12.25 R1.12.25 大塚地域活動センターの土地・建物面積と平面図 写しの交付 公開 区民課
01516 R1.12.26 R2.1.9 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい

るマンション建設などに関し、小日向在住の区民が令和元年12月19日に
住環境課と建築指導課の職員と面談し、相談・意見・要望等をした内容と
両課職員による返答・回答等を記録した文書（区職員同士の面談記録・
要点記録・備忘録等含む。個人名は非公開で構わない）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

01516 R1.12.26 R2.1.6 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設などに関し、小日向在住の区民が令和元年12月19日に
住環境課と建築指導課の職員と面談し、相談・意見・要望等をした内容と
両課職員による返答・回答等を記録した文書（区職員同士の面談記録・
要点記録・備忘録等含む。個人名は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）
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01517 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区都市計画部各課に対する
行政情報公開請求で、2019文都住第758号に関して住環境課の加藤氏
が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せず、文
書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区職員
個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存在」
による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人名
等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01517 R1.12.26 R1.12.27 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区都市計画部各課に対する
行政情報公開請求で、2019文都住第758号に関して住環境課の加藤氏
が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せず、文
書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区職員
個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存在」
による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人名
等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01517 R1.12.26 R1.12.27 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区都市計画部各課に対する
行政情報公開請求で、2019文都住第758号に関して住環境課の加藤氏
が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せず、文
書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区職員
個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存在」
による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人名
等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01517 R1.12.26 R2.1.6 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区都市計画部各課に対する
行政情報公開請求で、2019文都住第758号に関して住環境課の加藤氏
が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せず、文
書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区職員
個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存在」
による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人名
等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01518 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区土木部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）
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01518 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区土木部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01518 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区土木部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01519 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区福祉部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 福祉政策課 不存在（第12条
第2項）

01519 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区福祉部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 高齢福祉課 不存在（第12条
第2項）

01519 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区福祉部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）
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01519 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区福祉部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

01519 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区福祉部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）

01519 R1.12.26 R1.12.26 令和元年1月1日から12月26日に於ける文京区福祉部各課に対する行政
情報公開請求で、2019文都住第758号に関して都市計画部住環境課の
加藤氏が電話で請求人に通知したように、請求人の請求に誠実に対処せ
ず、文書（或いは文書中の文言）が存在するかどうか一切検索せずに、区
職員個人の主観による臆測と推測に基づいて合理的根拠なく「文書不存
在」による「非公開決定」の処分をした全ての非公開決定通知書（※個人
名等は非公開で構わない）

写しの交付 非公開 国保年金課 不存在（第12条
第2項）

01520 R1.12.26 R2.1.9 行政情報公開請求（01-509）に対する非公開決定通知書（2019文都住第
791号）に於ける「非公開」の「理由」で「文京区都市マスタープランは、基
本方針を定めたものであり、ガイドラインとしての役割を果たすものでもあ
り、基本計画でもあります」と記載してあるところの、文京区の都市マスが
「基本計画」であることを裏付ける都市計画法等の法的根拠が記載され
た文書（※公開されている場合は名称及び条項号等で構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01521 R1.12.27 R2.1.6 「文京区区民の声取扱要綱」第2条に於いて「この要綱において「 区民の
声」とは、次に掲げる方法で区民等から区長に寄せられた区政に関する
意見、要望等（以下「意見等」という。をいう。」とあるところ、文京区に於い
て区長以外の執行機関に寄せられた請願法に基づく「請願」の取り扱い
規定等を定めた文書（条例・要綱・指針・基準等）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）
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01522 R1.12.27 R2.1.6 文京区の執行機関に提出された請願法に基づく「請願」を、「文京区区民
の声取扱要綱」第2条第2項(6)の規定に基づき、文京区企画政策部長が
「区民の声として取り扱わない」と「認め」た場合、文京区として請願法に
基づくその「請願」のその後の取り扱い規定を記載した文書（※条例・要
綱・指針・基準等）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01523 R1.12.27 R2.1.6 「文京区区民の声取扱要綱」第12条（この要綱に定めるもののほか 、区
民の声の取扱いに関し必要な事項は、企画政策部長が定める）に基づ
き、文京区の企画政策部長がその裁量権で「必要な事項」を定めた場
合、請願法に基づく「請願」についてまで「同要綱」第12条の適用を受けね
ばならない法的根拠を記載した文書（※公表されている場合は法律等の
正式名称と条項号の公開で構わない）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01524 R1.12.27 R2.1.6 請願法に基づく「請願」が「文京区区民の声取扱要綱」第2条第1項(6)に基
づき、「区民の声」として取り扱われた場合、その「請願」が請願事項を所
管する官公署以外に提出されたときに請願者（「区民の声」投稿者）に正
当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその「請願」（区民の声）を送
付しなければならないことを文京区として規定した文書（※条例・要綱・指
針・基準等）

写しの交付 公開 広報課

01525 R1.12.27 R2.1.6 請願法に基づく「請願」が「文京区区民の声取扱要綱」第2条第1項(6)に基
づき「区民の声」として取り扱われた場合、その「区民の声」を投稿した区
民等が「区民の声」を投稿したために、請願法第六条と同様に「いかなる
差別待遇も受けない」ことを文京区として規定した文書（※条例・要綱・指
針・基準等）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

01526 R1.12.27 R2.1.6 請願法に基づく「請願」が「文京区区民の声取扱要綱」第2条第1項(6)に基
づき「区民の声」として取り扱われた場合、その「区民の声」を投稿した区
民等がかかる「区民の声」を投稿したために、日本国憲法第十六条と同
様に「いかなる差別待遇も受けない」ことを文京区として規定した文書（※
条例・要綱・指針・基準等）

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）
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01527 R1.12.27 R2.1.10 「文京区都市マスタープラン2011」策定以降、令和元年12月27日までの間
で区長、歴代都市計画部長、都市計画部各課長に於いて、有坂和彦住
環境課長が令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラ
ン」が「基本構想にぶら下がっている計画になります」と答弁したところの、
文京区の都市マスが「計画」であるとする言及をしたことを記した全ての
庁内記録（庁議資料や都市計画部内の要点記録・メモ等含む。但し文京
区都市マス3頁を除く）

写しの交付 公開 都市計画課

01527 R1.12.27 R2.1.10 「文京区都市マスタープラン2011」策定以降、令和元年12月27日までの間
で区長、歴代都市計画部長、都市計画部各課長に於いて、有坂和彦住
環境課長が令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラ
ン」が「基本構想にぶら下がっている計画になります」と答弁したところの、
文京区の都市マスが「計画」であるとする言及をしたことを記した全ての
庁内記録（庁議資料や都市計画部内の要点記録・メモ等含む。但し文京
区都市マス3頁を除く）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01527 R1.12.27 R2.1.10 「文京区都市マスタープラン2011」策定以降、令和元年12月27日までの間
で区長、歴代都市計画部長、都市計画部各課長に於いて、有坂和彦住
環境課長が令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラ
ン」が「基本構想にぶら下がっている計画になります」と答弁したところの、
文京区の都市マスが「計画」であるとする言及をしたことを記した全ての
庁内記録（庁議資料や都市計画部内の要点記録・メモ等含む。但し文京
区都市マス3頁を除く）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01527 R1.12.27 R2.1.10 「文京区都市マスタープラン2011」策定以降、令和元年12月27日までの間
で区長、歴代都市計画部長、都市計画部各課長に於いて、有坂和彦住
環境課長が令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラ
ン」が「基本構想にぶら下がっている計画になります」と答弁したところの、
文京区の都市マスが「計画」であるとする言及をしたことを記した全ての
庁内記録（庁議資料や都市計画部内の要点記録・メモ等含む。但し文京
区都市マス3頁を除く）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01527 R1.12.27 R2.1.10 「文京区都市マスタープラン2011」策定以降、令和元年12月27日までの間
で区長、歴代都市計画部長、都市計画部各課長に於いて、有坂和彦住
環境課長が令和元年9月24日の建設委員会で「文京区都市マスタープラ
ン」が「基本構想にぶら下がっている計画になります」と答弁したところの、
文京区の都市マスが「計画」であるとする言及をしたことを記した全ての
庁内記録（庁議資料や都市計画部内の要点記録・メモ等含む。但し文京
区都市マス3頁を除く）

写しの交付 非公開 企画課 不存在（第12条
第2項）
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01528 R2.1.6 R2.1.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
12月1日～令和2年1月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本
建築設計事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによ
る相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名

01528 R2.1.6 R2.1.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
12月1日～令和2年1月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本
建築設計事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによ
る相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01528 R2.1.6 R2.1.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
12月1日～令和2年1月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本
建築設計事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによ
る相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01528 R2.1.6 R2.1.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
12月1日～令和2年1月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本
建築設計事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによ
る相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01529 R2.1.6 R2.1.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和元年
12月1日～令和2年1月5日における建築主（コマイ商事）など事業者側か
らの福祉部介護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明
や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関
して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者
側から区への提出資料等を含む／区民からの相談・意見・要望等は含ま
ない）

写しの交付 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、
メールアドレス
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01530 R2.1.6 R2.1.6 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和元年12月1日～令和2年1月5日における建
築主（エイビス）や設計者（アデザイン）からの都市計画部各課への各種
相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、
条例・要綱等の手続き等（変更等含む）に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01530 R2.1.6 R2.1.6 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和元年12月1日～令和2年1月5日における建
築主（エイビス）や設計者（アデザイン）からの都市計画部各課への各種
相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、
条例・要綱等の手続き等（変更等含む）に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01530 R2.1.6 R2.1.6 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和元年12月1日～令和2年1月5日における建
築主（エイビス）や設計者（アデザイン）からの都市計画部各課への各種
相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、
条例・要綱等の手続き等（変更等含む）に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01530 R2.1.6 R2.1.6 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和元年12月1日～令和2年1月5日における建
築主（エイビス）や設計者（アデザイン）からの都市計画部各課への各種
相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、
条例・要綱等の手続き等（変更等含む）に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01531 R2.1.6 R2.1.6 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和元年12月1日～令和2年1月5日における建築主（横山産業）や設計・施
工者（福子工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）
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01531 R2.1.6 R2.1.6 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和元年12月1日～令和2年1月5日における建築主（横山産業）や設計・施
工者（福子工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01531 R2.1.6 R2.1.8 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和元年12月1日～令和2年1月5日における建築主（横山産業）や設計・施
工者（福子工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①紛争の相手
方の住所、氏
名、電話番
号、②印影
（法人）

01531 R2.1.6 R2.1.10 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和元年12月1日～令和2年1月5日における建築主（横山産業）や設計・施
工者（福子工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱
等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した全文書（電話やメール
による相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①法令秘（第7条
第1号）、②個人
情報（第7条第2
号）

①確認申請書
一式、②担当
者名

01532 R2.1.6 R2.1.8 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和元年12月1日～令和元年12月31日の新規営業許可）
（自動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店、廃業を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月

写しの交付 公開 生活衛生課

01533 R2.1.6 R2.1.20 食品営業許可台帳の令和元年12月1日～12月末日までの新規許可分
（飲食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01534 R2.1.6 R2.1.20 食品営業許可台帳
項目：営業所の屋号、所在地、電話番号、申請された方の氏名（法人の
場合は代表者の氏名、所在地、電話番号）、業種、業態、最初の許可年
月日、許可満了日（自動販売機、移動販売など特殊な業種も含めた全
データ）
期間：R元年8月1日～R元年11月末分新規

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01535 R2.1.7 R2.1.7 「旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業」事業者公募型プ
ロポーザルにおける提案者のうち、優先交渉権者以外2グループの提案
書

写しの交付 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）、②法人
情報（第7条第3
号）

①著作物、②
法人ノウハウ
に係る情報や
内部管理に属
する情報、法
人が特定され
るおそれがあ
る箇所

01536 R2.1.8 R2.1.21 1　令和元年12月1日～令和元年12月31日の間で飲食店営業の新規許可
を受けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべ
て）の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回
許可年月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社
所在地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和元年12月1日～令和元年12月31日の間に理容・美容業の新規許
可を受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在
地、③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設
者住所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨
確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01537 R2.1.8 R2.1.8 1.行政文書保存規定一式
2.指定管理者評価検討会の議事録は作成義務がないと「みどり公園課古
谷菜穂子係員」は一年以上作成を放置した上での発言である。
作成義務がないと公文書管理法に基づいて疎明出来る根拠を示す書類
一式。
3.区で作成義務がないと1年以上作成を放置している書類名を一覧表にし
て明らかにされたし。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01538 R2.1.8 R2.1.21 2019年12月1日から12月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新
規で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、許可年月日、許可満
了日、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01539 R2.1.10 R2.1.10 ・2018年度、2019年度の「湯島小学校育成室」の運営業者である株式会
社ベネッセスタイルケアとの育成室運営委託契約書
・2018年度、2019年度の「湯島小学校育成室」の運営業者である株式会
社ベネッセスタイルケアとの育成室運営委託仕様書

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01540 R2.1.10 R2.1.29 ・「湯島小学校育成室」のシフト表　2018年4月1日から2019年12月31日ま
で
・2018年度、2019年度の「湯島小学校育成室」職員名簿
・2018年度、2019年度の「湯島小学校育成室」の運営業者である株式会
社ベネッセスタイルケアにおける育成室指導者に対する研修資料その他
の教育内容を示す資料
・2018年度、2019年度の「湯島小学校育成室」の運営業者である株式会
社ベネッセスタイルケアが文京区に提出した業務報告書その他報告書面
・2018年度、2019年度の「湯島小学校育成室」に関する文京区への苦情
の有無、苦情の内容、苦情への文京区の対処等の結果が記された書
面、その他苦情に関する資料

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①個人情報（第7
条第2号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）、③不
存在（第12条第2
項）

①育成室職員
の氏名・生年
月日・性別・印
影・役職、要
配慮児のイニ
シャル・出席
状況、その他
個人の特定に
つながる個別
具体的な記
載、②要配慮
児童に係る記
載、③2018年
度、2019年度
の「湯島小学
校育成室」の
運営業者であ
る株式会社ベ
ネッセスタイル
ケアにおける
育成室指導者
に対する研修
資料その他の
教育内容を示
す資料

01541 R2.1.10 R2.1.24 1．所管課みどり公園課と公園財団とも送受信メール（平成31年9月～令
和二年1月10日）
2．指定管理者「評価検討会」要綱
3．著作権侵害事案（日本赤十字社への顛末書、謝罪文）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①氏名、メー
ルアドレス、②
著作権侵害事
案（日本赤十
字社への顛末
書、謝罪文）

01542 R2.1.10 R2.1.10 1．文京区職員懲戒規定、運用指針等一式
2．文京区職員懲戒請求申立て書（書式）

写しの交付 一部公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

文京区職員懲
戒請求申立書
（書式）

01543 R2.1.10 R2.1.15 文京区管内で2019年12月31日時点に開設している歯科技工所名簿一覧
および、2019年1月1日から12月31日までに新規開設及び廃止届け出の
ある歯科技工所名簿一覧
（必須項目）・歯科技工所名称・郵便番号含む所在地・電話番号・開設者
氏名・開設もしくは廃止年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

01544 R2.1.10 R2.1.10 職員名簿　令和元年6月1日 閲覧 公開 職員課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01545 R2.1.10 R2.1.10 「本社社屋建て替えに伴う敷地内の活用について（要望）」（令和元年9月
2日付2019文企企第155号）

写しの交付 公開 企画課

01546 R2.1.10 R2.1.23 介護保険事業者「リハ白山」における事業開始届に関する書類一式（文
京区総合サービス事業指定事業者の指定申請に係る添付書類）

写しの交付 一部公開 介護保険課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①個人の氏
名、生年月
日、住所、性
別、電話番
号、職歴、印
影、宅地建物
取引士の登録
番号、②法人
印影、支払口
座、決算報告
書・収支予算
書の内訳、③
「病院、診療
所、訪問看護
ステーションと
の協定書」、
「生活相談員
の要件を満た
す資格証」

01547 R2.1.10 R2.1.22 区立小学校　施設整備・環境整備要望 写しの交付 一部公開 学務課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①氏名、②法
人印影、見積
内訳

01548 R2.1.14 R2.1.14 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月6～10日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01548 R2.1.14 R2.1.14 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月6～10日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01548 R2.1.14 R2.1.14 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月6～10日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01548 R2.1.14 R2.1.14 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月6～10日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01549 R2.1.14 R2.1.20 2019年1月から現在までの期間の間に新規開設をした薬局・店舗販売業
の下記の内容の情報公開
店舗名称、所在地、許可年月日、開設者名、連絡先

写しの交付 公開 生活衛生課

01550 R2.1.14 R2.1.14 令和元年度文京区地域子育て支援拠点事業運営団体募集における評
価書類

写しの交付 一部公開 子育て支援課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

01551 R2.1.15 R2.1.29 2018年12月1日～2020年1月15日までの⑴飲食店営業⑵喫茶店営業の
食品衛生関係施設名簿（新規・更新）
事項：営業所所在地ビル名、屋号、営業者氏名、営業所電話番号、許可
日、営業者住所、法人の場合は、法人の住所、電話番号、代表者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課

01552 R2.1.16 R2.1.16 1．「肥後細川庭園」の指定管理者が所管課へ提出をした収支報告書（人
件費）の虚偽報告の疑義について所管課が事実確認を行った際の確認
記録、聴き取り内容を確認出来る書類等一式。
2．平成２８年度から平成３０年度の「収支報告書」一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

「肥後細川庭
園」の指定管
理者が所管課
へ提出をした
収支報告書
（人件費）の虚
偽報告の疑義
について所管
課が事実確認
を行った際の
確認記録、聴
き取り内容を
確認出来る書
類等一式

01553 R2.1.16 R2.1.16 会計管理者が2019年6月19日（水）に東京都庁に出向いて平成30年度の
日本保育サービスとの育成室委託契約に係る国と都からの交付金
28,148,000円について打合せをした際の文京区の説明資料及び東京都
の伝達事項がわかるもの（決裁文書、供覧文書等を含む。）

写しの交付 非公開 会計管理室 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01554 R2.1.17 R2.1.22 財務省関東財務局小日向住宅跡地利用についてのこれまでの要望書と
そのための調整会議の資料

写しの交付 公開 企画課

01555 R2.1.17 R2.1.17 旧国家公務員研修センター解体工事 写しの交付 公開 整備技術課
01556 R2.1.20 R2.1.20 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい

るマンション建設に関し、令和2年1月11～17日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01556 R2.1.20 R2.1.20 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月11～17日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01556 R2.1.20 R2.1.20 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月11～17日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01556 R2.1.20 R2.1.20 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設に関し、令和2年1月11～17日における建築主（エイビス）
や設計者（アデザイン）など事業者側からの都市計画部各課への条例・
要綱等の手続き等（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出
や相談・問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等
に関連した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側
から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01557 取下げ
01558 R2.1.20 R2.1.23 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに、業務委託先である日本保

育サービスから文京区子ども家庭部に届いた業務に係る請求書、その他
支払いに関する文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 子育て支援課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01559 R2.1.20 R2.2.3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに、業務委託先である日本保
育サービスから文京区教育委員会教育推進部に届いた業務に係る請求
書、その他支払に関する文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①事業者の担
当者氏名、②
法人印影、口
座情報

01560 R2.1.20 R2.2.3 平成31年度の育成室運営業務委託に関して日本保育サービスへの委託
の決定に関する文書一式

写しの交付 公開 児童青少年課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01561 R2.1.20 R2.1.20 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月6日～19日における建築主（コマイ商事）など事業者側からの福祉部介
護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開
催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した
全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への
提出資料等を含む／区民からの相談・意見・要望等は含まない）

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）

01562 R2.1.20 R2.1.20 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月6日～19日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務
所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元
区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変
更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01562 R2.1.20 R2.1.20 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月6日～19日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務
所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元
区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変
更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01562 R2.1.20 R2.1.20 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月6日～19日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務
所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元
区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変
更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01562 R2.1.20 R2.1.20 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月6日～19日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務
所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、地元
区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変
更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01563 R2.1.20 R2.1.21 2020年1月10日に実施された特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規
模改修電気設備工事の工事費内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

01564 R2.1.20 R2.1.21 清和公園の平面図 写しの交付 公開 みどり公園課

114



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01565 R2.1.21 R2.1.30 2019年12月31日時点の、文京区における食品営業許可済み・届出済み
の全事業者が分かる文書

写しの交付 公開 生活衛生課

01566 R2.1.22 R2.2.5 2014年1月21日～2020年1月22日まで6年間の飲食店施設及び喫茶店営
業施設のデータ（廃業者を除く。）
必要事項：営業所所在地、屋号、営業者氏名、営業者電話番号、許可番
号、許可日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01567 R2.1.23 R2.1.23 1．令和２年１月２２日付「区民の声」回答９の複数の避難路を示した経路
図面
2．避難路策定時の検討資料一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01568 R2.1.24 R2.2.27 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「紛争対応」の「あっせん」の「改善策」における「新たに要綱を
制定し…」の「新たな要綱」なるものの都市計画部内における素案、試
案、叩き台案等を記した文書

写しの交付 公開 住環境課

01569 R2.1.24 R2.2.27 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「紛争対応」の「相談」の「改善策」における「新たに要綱を制定
し…」の「新たな要綱」なるものの都市計画部内における素案、試案、叩き
台案等を記した文書

写しの交付 公開 住環境課

01570 R2.1.24 R2.2.27 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「紛争対応」の「相談」の「改善策」における「関係者会議」なる
ものの定義等の詳細規定に関する都市計画部内における素案、試案、叩
き台案等を記した文書

写しの交付 公開 住環境課

01571 R2.1.24 R2.1.24 2018年1月1日から2020年1月23日までの期間に於いて、共同印刷株式会
社本社（文京区小石川四丁目14番12号）の建て替えを巡り、文京区長名
で共同印刷宛に送った要望書や手紙等の文書及び共同印刷から文京区
あるいは文京区長宛に送られてきた文書

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

共同印刷から
文京区あるい
は文京区長宛
てに送られて
きた文書

01572 R2.1.24 R2.1.24 前期末支払資金残高の取崩し協議書及び積立試算取崩し（目的外使用）
協議書　2015～2017年度分、2019年度

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01573 R2.1.24 R2.1.24 令和元年度私立認可保育所指導検査報告書（令和元年11月1日以降令
和2年1月24日決定分）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①法人情報（第7
条第3号）、②行
政運営情報（第7
条第6号）

検査対象施設
名、設置者
名、代表者名
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01574 R2.1.24 R2.2.5 文京保健所管内の歯科技工所の一覧（令和2年1月24日申請時点のも
の）
⑴技工所の名称
⑵技工所の所在地
⑶開設者（届出者）の氏名
⑷技工所の電話番号
⑸開設（届出）等年月日
⑹郵便番号
⑺管理者
⑻技工士の人数

写しの交付 一部公開 生活衛生課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①管理者、②
技工士の人数

01575 R2.1.24 R2.2.7 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「紛争対応」の「あっせん」の「改善策」によって、どのような具
体的な効果が見込めるかや効果の見通しについて合理的裏付け根拠を
記した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01576 R2.1.24 R2.2.7 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「紛争対応」の「相談」の「改善策」によって、どのような具体的
な効果が見込めるかや効果の見通しについて合理的裏付け根拠を記し
た文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01577 R2.1.24 R2.2.7 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「計画の周知」の「標識設置」の「改善策」によってどのような具
体的な効果が見込めるかや効果の見通しについて合理的裏付け根拠を
記した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01578 R2.1.24 R2.2.7 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「計画の周知」の「標識設置」の「改善策」における「新たな規
定」で、「30戸超」でも「30戸超」でもなく、「25戸超」とした、EBPMに基づく
合理的裏付け根拠を記した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01579 R2.1.24 R2.2.7 令和2年1月15日庁議資料「建築紛争の予防に対する業務改善について」
に於いて、「計画の周知」の「標識設置」の「改善策」における「新たな規
定」で、「35戸超」でも「50戸超」でもなく、「40戸超」とした、EBPMに基づく
合理的裏付け根拠を記した文書

写しの交付 公開 住環境課

01580 R2.1.27 R2.2.7 2019年10月1日から2019年12月31日までに付定のあった新築届及び住
居表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理
者・占有者氏
名、住所、申
請者氏名、住
所、電話番号
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01581 R2.1.28 R2.1.28 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るための水防法・土砂災害防
止法改正に伴う文京区内の要配慮者利用施設に於ける避難確保計画の
作成・変更に関する区長への報告を巡り、(1)区内要配慮者利用施設一
覧、(2)区内要配慮者利用施設の「避難確保計画」の提出・未提出状況の
記録文書、(3)水防法等に基づく「避難訓練実施」状況の記録文書。いず
れも令和2年1月27日時点

写しの交付 一部公開 防災課 不存在（第12条
第2項）

区内要配慮者
利用施設の
「避難確保計
画」の提出・未
提出状況の記
録文書、水防
法等に基づく
「避難訓練実
施」状況の記
録文書

01582 R2.1.28 R2.1.28 共同印刷本社社屋建て替えに伴う敷地内の活用について（令和元年9月
2日付2019文企企第155号）

写しの交付 公開 企画課

01583 R2.1.29 R2.1.29 2019文企企第155号の「本社社屋建て替えに伴う敷地内の活用について
（要望）」に於いて、「既に平成29年12月に貴社に伺い、地域の現状及び
想定される地域環境への影響について直接お伝えさせていただきまし
た。（中略）との返事をいただいているところです」とあるところの平成29年
12月に区長が共同印刷本社を訪れ伝えた内容と返事に関するやりとりを
記した文書

写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

01584 R2.1.29 R2.1.29 2019文企企第155号の「本社社屋建て替えに伴う敷地内の活用について
（要望）」に於いて、「これらを具体的に進めるため、貴社、借地権者、本区
三者による協議の場の設置をお願いいたします」とあるところの、区長が
「協議の場の設置をお願い」することができる手続き的根拠（条例・要綱・
指針・基準等）を記した文書（公表されている場合は名称と第何条第何項
第何号で構わない）

写しの交付 非公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

01585 R2.1.30 R2.1.30 千駄木1-8の景観協議及び届出に関する文書一式 閲覧 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①担当者名、
②法人印影、
③平面図の住
戸内部

01586 R2.1.31 R2.1.31 平成30年度分の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都の子ども・子
育て支援交付金の返還の手続に関する文書。決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 子育て支援課 不存在（第12条
第2項）

01587 R2.1.31 R2.1.31 ⑴文京区監査委員が令和元年12月27日付けで受け付けた住民監査請
求（以下「令和元年12月27日付監査請求という。）を令和2年1月30日付け
で却下することを決裁した文書一式
⑵令和元年12月27日付監査請求に係る委員協議への出席依頼の文書、
委員への配布資料、委員協議の議事録、委員協議出席の日当交通費等
の文書

写しの交付 一部公開 監査事務局 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①個人氏名、
住所、印影、
電話番号、
メールアドレ
ス、②法人印
影、③委員協
議出席の日当
交通費等の文
書
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01588 R2.1.31 R2.1.31 区域変更図、供用開始図
文京区告示第68号（路線番号：90号）
住所：大塚2-4-8日商岩井マンション

写しの交付 公開 管理課

01589 R2.1.31 R2.1.31 2019年6月時点における広報誌『区報ぶんきょう』の新聞販売店向け卸部
数を示す資料

写しの交付 公開 広報課

01590 R2.2.3 R2.2.3 平成31年2月27日に選定された「文京区高校生世代等学習支援事業」プ
ロポーザルに係る企画提案書
(採用された事業者のみ)

写しの交付 一部公開 生活福祉課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③行政運
営情報（第7条第
6項）

①個人が識別
できる写真、
②事業者の使
用するアセス
メントシート、
③拠点型会場
の住所、地図

01591 R2.2.3 R2.2.6 食品営業許可台帳の令和2年1月1日～1月末日までの新規許可分（飲食
店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01592 R2.2.3 R2.2.6 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和2年1月1日～令和2年1月31日の新規営業許可）（自
動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店、廃業を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月

写しの交付 公開 生活衛生課

01593 R2.2.3 R2.2.6 2020年1月1日から1月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、許可年月日、許可満
了日、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01594 R2.2.3 R2.2.12 2020年1月1日～1月末日の期間に新規で許認可を取得した飲食店舗一
覧（臨時、自動車、移動、自動販売機、除く）
希望項目（屋号、営業所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許可年月
日）・2020年1月末日時点で営業許可を取得している理容所、美容所の店
舗一覧希望項目（屋号、営業所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許
可年月日）

写しの交付 公開 生活衛生課

01595 R2.2.4 R2.2.4 庁舎内に設置されている自動販売機の売上実績（2018.4.1～2019.3.30） 写しの交付 公開 契約管財課
01596 R2.2.5 R2.2.5 猫又橋際公衆便所について、地元町会などから聴取した意見の記録全て 写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条

第2号）
氏名

01597 R2.2.5 R2.2.5 2019年度当初予算の中で、猫又橋際公衆便所の解体・撤去・整備費用の
概算要求と予算編成過程の情報全て

写しの交付 公開 みどり公園課

01598 R2.2.6 R2.2.6 動坂公園便所外2か所整備工事
工事発注仕様書一式

写しの交付 公開 みどり公園課
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01599 R2.2.6 R2.2.13 1　令和2年1月1日～令和2年1月31日の間で飲食店営業の新規許可を受
けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）の
屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和2年1月1日～令和2年1月31日の間に理容・美容業の新規許可を
受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

01600 R2.2.6 R2.2.6 令和元年度分給与支払報告書対象者　市区町村別 写しの交付 公開 職員課
01601 R2.2.7 R2.2.13 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関係施設名簿一覧

期間：令和元年10月1日から令和元年12月31日まで
開示請求事項
営業所所在地・ビル名（所在地順・郵便番号含む）、屋号、営業所電話番
号、営業者氏名（法人である場合は代表者氏名も）、営業者住所（法人に
限る）、営業者電話番号（法人に限る）、業種（「飲食店営業」・「喫茶店営
業」に限る。ただし「自動販売機」・「移動」は除く）、初回許可年月日、直近
許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

01602 R2.2.10 R2.2.10 動坂公園便所外2か所整備工事の入札公告
入札結果調書

写しの交付 公開 契約管財課

01602 R2.2.10 R2.2.10 1.「文京区公衆便所の設置及び管理に関する条例」第二条　公衆便所の
設置及び廃止に際しては、区長は、その名称及び位置その他必要な事
項を公示しなければならない。「猫又橋際公衆便所」の廃止に伴う公示手
続きの書類等一式
3.廃止について区民、周辺住民に対しての説明会開催要項、議事録。
4.１の供覧書一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①議事録中の
氏名、②請求
内容1及び4に
相当する文書

01603 R2.2.10 R2.2.10 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月20日～2月9日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続
き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記
録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名
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01603 R2.2.10 R2.2.10 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月20日～2月9日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続
き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記
録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01603 R2.2.10 R2.2.10 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月20日～2月9日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続
き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記
録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01603 R2.2.10 R2.2.19 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月20日～2月9日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続
き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記
録や面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01604 R2.2.10 R2.2.10 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年1
月20日～2月9日における建築主（コマイ商事）など事業者側からの福祉
部介護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明
会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載
した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区
への提出資料等を含む／区民からの相談・意見・要望等は含まない）

写しの交付 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

01605 R2.2.10 R2.2.10 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設等に関し、令和2年1月18日～2月9日における地主（エイ
ビス）など事業者側からの都市計画部各課への条例・要綱等の手続き等
（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出や相談・問い合わ
せ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等に関連した全文書
（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資
料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）
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01605 R2.2.10 R2.2.10 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設等に関し、令和2年1月18日～2月9日における地主（エイ
ビス）など事業者側からの都市計画部各課への条例・要綱等の手続き等
（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出や相談・問い合わ
せ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等に関連した全文書
（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資
料等を含む）

写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①建築主の印
影、②取下届
提出者の担当
者名

01605 R2.2.10 R2.2.19 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設等に関し、令和2年1月18日～2月9日における地主（エイ
ビス）など事業者側からの都市計画部各課への条例・要綱等の手続き等
（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出や相談・問い合わ
せ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等に関連した全文書
（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資
料等を含む）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者名、
個人印影、②
法人印影

01605 R2.2.10 R2.2.19 小日向2丁目348番1（地番）／小日向2-10-28（住居表示）で計画されてい
るマンション建設等に関し、令和2年1月18日～2月9日における地主（エイ
ビス）など事業者側からの都市計画部各課への条例・要綱等の手続き等
（計画変更・取り消し・撤回・撤退等含む）の申請・提出や相談・問い合わ
せ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等に関連した全文書
（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出資
料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01606 R2.2.10 R2.2.10 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和2年1月6日～2月9日における建築主（横山産業）や設計・施工者（福子
工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
条例・要綱等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した提出文書・
記録文書、並びに区民からの都市計画部長及び各課長・各課への要望・
苦情・申し入れ等の記録（面会・電話・メールによる相談・面会記録、メモ
等）の文書

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01606 R2.2.10 R2.2.10 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和2年1月6日～2月9日における建築主（横山産業）や設計・施工者（福子
工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
条例・要綱等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した提出文書・
記録文書、並びに区民からの都市計画部長及び各課長・各課への要望・
苦情・申し入れ等の記録（面会・電話・メールによる相談・面会記録、メモ
等）の文書

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）
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01606 R2.2.10 R2.2.18 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和2年1月6日～2月9日における建築主（横山産業）や設計・施工者（福子
工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
条例・要綱等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した提出文書・
記録文書、並びに区民からの都市計画部長及び各課長・各課への要望・
苦情・申し入れ等の記録（面会・電話・メールによる相談・面会記録、メモ
等）の文書

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①氏名、住
所、②法人印
影

01606 R2.2.10 R2.2.19 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、令
和2年1月6日～2月9日における建築主（横山産業）や設計・施工者（福子
工務店）など事業者側からの都市計画部各課への相談や問い合わせ、
条例・要綱等の手続き（変更等含む）、あっせん等に関連した提出文書・
記録文書、並びに区民からの都市計画部長及び各課長・各課への要望・
苦情・申し入れ等の記録（面会・電話・メールによる相談・面会記録、メモ
等）の文書

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01607 R2.2.12 R2.2.12 平成30年5月24日に入札した猫又橋際公衆便所外12か所設計委託の業
務内容が分かる情報の全て

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01608 R2.2.12 R2.2.12 令和元年7月25日に入札した動坂公園便所外2か所整備工事の業務内
容が分かる全て

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01609 R2.2.13 R2.2.13 2016年度～直近までの政策調整会議に関する資料一式 写しの交付 公開 企画課

01610 R2.2.13 R2.2.13 2016年～直近までの政策調整会議議事録一式 写しの交付 公開 企画課

01611 R2.2.13 R2.2.20 食品営業許可台帳　令和2年1月31日現在の許可されている全ての施設
一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

01612 R2.2.13 R2.2.13 湯島三丁目42番3号桂昇上野湯島ビル1階Ⅰdrink　吾飲良品の営業者
子夢合同会社の代表者並びに営業者住所

写しの交付 公開 生活衛生課

01613 R2.2.13 R2.2.13 2019年4月4日付文京区男女平等参画推進条例に基づく苦情申立てに関
する資料一式（区職員及び教員の休日制度における同性パートナーを配
偶者と同様にするよう改善を求めるもの）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

申立者の住
所、氏名及び
電話番号

01614 R2.2.17 R2.2.17 国家公務員研修センター跡地における私立認可保育所の選定経過と結
果について

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7条
第3号）

評価表中の選
定されなかっ
た事業者名並
びに事業者の
ノウハウに係
る情報及び内
部管理情報

01615 R2.2.17 R2.2.17 誠之育成室及び汐見第二育成室を運営委託している事業者（セリオ）の
プロポーザル選定に係る評価内容が分かる資料及び提案資料

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7条
第3号）

選定結果のう
ち、第二位と
なった事業者
の名称
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01616 R2.2.18 R2.2.18 小日向二丁目1番地、旧新渡戸稲造邸跡地ワンルームマンション建設工
事に係るトラックとダンプ外全てについての通行認定。2月1日以降。
（回答書、申請書。内訳書、車両幅の1番大きな車両の車検証及び軌跡
図（往路））

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者の氏
名、印影、運
転手の運転免
許証、②法人
印影、車台番
号

01617 R2.2.18 R2.2.18 丸山南住宅アスベスト除去工事報告書 写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①登録者氏
名、生年月
日、登録年月
日、登録番
号、②法人印
影

01618 R2.2.19 R2.2.19 岩井臨海学校について教育長、教育委員会に送付された保護者の声以
外に、教育委員会に送付された意見

写しの交付 公開 学務課

01619 R2.2.19 R2.2.25 令和2年1月1日から令和2年1月31日までに営業許可の下りた飲食店の
下記事項
施設名称、施設所在地、施設電話番号、開設年月日、開設者又は営業
者氏名、業種

写しの交付 公開 生活衛生課

01620 R2.2.21 R2.2.28 (1)令和元年5月23日付「2019文総職第343号」の行政情報一部公開決定
（以下、「令和元年5月23日付の決定」という。）を決裁した文書一式
(2)令和元年5月23日付の決定を取り消し、新たに行政情報一部公開決定
を行うことを決裁した文書一式
（それぞれ、公開請求者の住所、氏名、電話番号の情報を除く。）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

情報公開請求
者の氏名、住
所及び電話番
号、宣誓者の
氏名

01621 R2.2.25 R2.2.25 1.猫又際公衆便所　公衆便所解体工1式、猫又橋際ポケットパーク整備工
1式　個別明細内訳書（３１契約第11784号）
2.丸山町遊び場意見交換会（平成30年6月20日開催）
開催周知文書、配布範囲、掲示場所等の疎明資料一式
参加者の内、事前案内をして参加要請を行った者の疎明資料一式
3.2の意見交換会で「ペタンク」について，住民の要望、要請なのか　所管
課の発案なのか，疎明資料一式
4.意見交換会での参加者への配布資料一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

請求内容のう
ち、2、3及び4
に相当する文
書

01622 R2.2.25 R2.2.25 小日向児童遊園に設置する予定（計画）に関する
・発議（地元要請の有無）とこれまでの経過の分かる書面
・計画実施の予定表
・地元、地域説明会の予定
・設置事由の明細

写しの交付 非公開 みどり公園課 ①行政運営情報
（第7条第6号）、
②不存在（第12
条第2項）

①計画実施の
予定表、②そ
の他の行政情
報

123



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01623 R2.2.25 R2.3.2 公園・便所等電気設備維持修繕工事の金入り工事内訳書等一式 写しの交付 一部公開 みどり公園課 行政運営情報
（第7条第6号）

工種別単価内
訳書及び明細
表の数量、単
価、金額及び
摘要の一部

01624 R2.2.26 R2.2.26 文京区立小日向台町小学校等改築基本構想検討委員会及び文京区立
千駄木小学校等改築基本構想検討委員会のそれぞれの要綱

写しの交付 公開 学務課

01625 R2.2.26 R2.2.28 令和2年度学校給食調理業務の委託事業者プロポーザル資料一式（林
町小、関口台町小、昭和小、第十中）

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

選定事業者以
外の事業者
名、評価の着
眼点、提案書
の事業者の事
業運営上保護
されると認め
られる情報

01626 R2.2.28 R2.2.28 小日向児童遊園にトイレ設置に関して
・地元からの要請の有無
・地域説明会開催予定の有無
・設置に関する稟議書
・稟議書がない場合の事由

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01627 R2.2.28 R2.3.12 小日向2丁目175番地（地番）で計画されているマンション建設に関し、建
築主（横山産業）や設計・施工者（福子工務店）など事業者側が建築確認
申請をした際の建物の構造計算に関する文書一式

写しの交付 非公開 建築指導課 ①法令秘（第7条
第1号）、②法人
情報（第7条第3
号）

01628 R2.3.2 R2.3.11 2020年2月1日から2月29日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、許可年月日、許可満
了日、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

01629 R2.3.2 R2.3.11 2020年2月1日～2月末日の期間に新規で許認可を取得した飲食店舗一
覧（臨時、自動車、移動、自動販売機、除く）
希望項目（屋号、営業所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許可年月
日）・2020年1月末日時点で営業許可を取得している理容所、美容所の店
舗一覧希望項目（屋号、営業所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許
可年月日）

写しの交付 公開 生活衛生課
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01630 R2.3.2 R2.3.11 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和2年2月1日～令和2年2月29日の新規営業許可）（自
動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店、廃業を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月

写しの交付 公開 生活衛生課

01631 R2.3.2 R2.3.11 食品営業許可台帳の令和2年2月1日～2月末日までの新規許可分（飲食
店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

01632 R2.3.2 R2.3.11 食品等販売業、乳類販売業（自販機に限る。）の令和2年2月末日現在の
許可一覧（新規・更新すべて）
事項：営業所名、所在地、営業者名、連絡先、許可満了日、営業の種類

写しの交付 公開 生活衛生課

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 一部公開 都市計画課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏名
②法人印影

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 公開 住環境課

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01633 R2.3.3 R2.3.3 小石川2-11-2他で計画されている地下1階・地上11階建ての「（仮称）文
京区小石川二丁目計画新築工事」に関する都市計画部及び土木部との
各種条例・要綱等に基づく事前協議などに関する文書及び建築主らから
の提出書類一式

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01634 R2.3.4 R2.3.4 平成22年度から令和元年度（9月末時点）までの「文京区ワンルームマン
ション等の建築及び管理に関する条例」に基づく、（１）建築物の紛争件数
と回数、（２）相談件数（または回数）、（３）上記条例対象を含むワンルー
ムマンション建築物の紛争件数（または回数）、相談件数（または回数）。
（４）上記（１）と（３）における「紛争」、また上記（２）～（３）における「相談」
のそれぞれの定義が具体的に分かる文書（あるいは記録、メモ、委員会
資料、答弁記録等）

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

「相談」の定義
が具体的に分
かる文書

01635 R2.3.4 R2.3.4 平成22年度から令和元年度（9月末時点）までの「中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」にも「文京区
ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」にも基づかない、
（１）建築物の紛争件数と回数、（２）相談件数（または回数）。（３）上記
（１）における「紛争」、また上記（２）における「相談」のそれぞれの定義が
具体的に分かる文書（あるいは記録、メモ、委員会資料、答弁記録等）

閲覧 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

「相談」の定義
が具体的に分
かる文書

01636 R2.3.4 R2.3.4 平成22年度から令和元年度（9月末時点）までの「中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」に基づく（１）
紛争件数と回数、（２）あっせん件数と回数、（３）調停件数と回数、（４）相
談件数（または回数）、（５）上記条例対象を含む中高層建築物の相談件
数（または回数）。（６）上記（１）における「紛争」、上記（４）（５）における
「相談」のそれぞれの定義が具体的に分かる文書（あるいは記録、メモ、
委員会資料、答弁記録等）

閲覧 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

「相談」の定義
が具体的に分
かる文書

01637 R2.3.4 R2.3.4 公衆・公園等のトイレの整備方針 写しの交付 公開 みどり公園課

01638 R2.3.5 R2.3.11 1　令和2年2月1日～令和2年2月29日の間で飲食店営業の新規許可を受
けている全店舗（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）の
屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人については本社所在
地、申請者電話番号、代表者氏名についての一覧
2　令和2年2月1日～令和2年2月29日の間に理容・美容業の新規許可を
受けた全施設（廃業してるものを除く）の①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課
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01639 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年2
月10日～3月5日における建築主（コマイ商事）など事業者側からの福祉
部介護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明
会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載
した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区
への提出資料等を含む／区民からの相談・意見・要望等は含まない）

写しの交付 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

①氏名、メー
ルアドレス

01640 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年2
月10日～3月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指
導課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等
の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出
資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

01640 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年2
月10日～3月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指
導課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等
の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出
資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01640 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年2
月10日～3月5日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指
導課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等
の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出
資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01641 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設を巡る敷
地内の「地盤調査」と「樹木伐採」に関し、令和2年1月1日～3月5日におけ
る建築主（コマイ商事）や施工会社（カシワバラ・コーポレーション）、賃借
人（荒井商店）など事業者側から都市計画部都市計画課、住環境課、建
築指導課への条例・要綱等の各種手続きに関する申請等の文書や提出
書類、資料等

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

127



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01641 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設を巡る敷
地内の「地盤調査」と「樹木伐採」に関し、令和2年1月1日～3月5日におけ
る建築主（コマイ商事）や施工会社（カシワバラ・コーポレーション）、賃借
人（荒井商店）など事業者側から都市計画部都市計画課、住環境課、建
築指導課への条例・要綱等の各種手続きに関する申請等の文書や提出
書類、資料等

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

01641 R2.3.6 R2.3.10 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設を巡る敷
地内の「地盤調査」と「樹木伐採」に関し、令和2年1月1日～3月5日におけ
る建築主（コマイ商事）や施工会社（カシワバラ・コーポレーション）、賃借
人（荒井商店）など事業者側から都市計画部都市計画課、住環境課、建
築指導課への条例・要綱等の各種手続きに関する申請等の文書や提出
書類、資料等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

01642 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設を巡る敷
地内の「地盤調査」と「樹木伐採」に関し、令和2年1月1日～3月5日におけ
る建築主（コマイ商事）や施工会社（カシワバラ・コーポレーション）、賃借
人（荒井商店）など事業者側から都市計画部都市計画課、住環境課、建
築指導課への条例・要綱等の各種手続きに関する申請等の文書や提出
書類、資料等

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01642 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設を巡る敷
地内の「地盤調査」と「樹木伐採」に関し、令和2年1月1日～3月5日におけ
る建築主（コマイ商事）や施工会社（カシワバラ・コーポレーション）、賃借
人（荒井商店）など事業者側から都市計画部都市計画課、住環境課、建
築指導課への条例・要綱等の各種手続きに関する申請等の文書や提出
書類、資料等

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

01642 R2.3.6 R2.3.6 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設を巡る敷
地内の「地盤調査」と「樹木伐採」に関し、令和2年1月1日～3月5日におけ
る建築主（コマイ商事）や施工会社（カシワバラ・コーポレーション）、賃借
人（荒井商店）など事業者側から都市計画部都市計画課、住環境課、建
築指導課への条例・要綱等の各種手続きに関する申請等の文書や提出
書類、資料等

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01643 R2.3.6 R2.3.18 旧佐々木ビル・旧紅屋印刷ビル（文京区小石川2-5）に係る、(1)衛生検査
所の転出に関する文書、(2)工場廃止に関する文書、(3)土壌調査に関す
る文書（いずれも文書量が多い場合はCD-ROMで。1枚あたり25MBまで）

写しの交付 非公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01643 R2.3.6 R2.3.16 旧佐々木ビル・旧紅屋印刷ビル（文京区小石川2-5）に係る、(1)衛生検査
所の転出に関する文書、(2)工場廃止に関する文書、(3)土壌調査に関す
る文書（いずれも文書量が多い場合はCD-ROMで。1枚あたり25MBまで）

写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①担当者氏名
②法人印影

01644 R2.3.9 R2.3.9 指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」、「目白台運動公園パー
クアップ共同体」経理規定一式

写しの交付 公開 みどり公園課

01645 R2.3.9 R2.3.23 文京区立肥後細川庭園の管理に関する基本協定書一式 写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01646 R2.3.10 R2.3.17 「東京ドームグループ・ミズノ共同企業体」の基本協定書（経理）に定めら
ている、指定管理業務の実施に係る収支を適切に管理する為に定められ
た「経理規定」一式。

写しの交付 非公開 スポーツ振興課 不存在（第12条
第2項）

01647 R2.3.10 R2.3.10 子ども子育て支援法に基づく保育施設等に対する指導検査結果通知書
（令和元年１０月２日以降実施～令和２年３月１０日決定分）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①法人情報（第7
条第3号）②行政
運営情報（第7条
第6号）

①②検査対象
施設名、設置
者名、代表者
名

01648 R2.3.10 R2.3.23 平成30年度の労働環境モニタリング調査結果
・指定管理者
・委託事業者

写しの交付 一部公開 契約管財課 個人情報（第7条
第2号）

個人名、社会
保険労務士
名、登録番号

01649 R2.3.10 R2.3.10 「ヴィアックス・紀伊國屋共同企業体」の基本協定書（経理）に定めらてい
る、指定管理業務の実施に係る収支を適切に管理する為に定められた
「経理規定」一式。

写しの交付 非公開 真砂中央図書館 不存在（第12条
第2項）

01650 R2.3.10 R2.3.10 西片1-14-7で計画されている「介護付き有料老人ホーム」建設や地盤調
査、敷地内の樹木伐採などを巡り、令和2年2月1日～3月9日の期間にお
いて、文京区民や東京都民からの苦情や要望、要請、陳情等を受け、福
祉部介護保険課が東京都所管局部課としたやり取り（連絡や情報共有、
相談等）を記載した全文書（電話やメールによる記録や課内メモ等）※区
民／都民からの苦情や要望、要請、陳情等そのものは含まない）

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）

01651 R2.3.10 R2.3.24 ○○○○（○○○－○○－○○）に関する相談が、２０１９文都住第９９０
号で一部公開決定となった「建築紛争メモ」の「中高層建築物相談件数
（窓口、電話にて区民からの相談）に含まれることが事実であることを裏
付ける相談記録（１誰が、２いつ、３窓口か電話のどちらの方法で、４何を
相談したのか）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、メール
アドレス

01652 R2.3.10 R2.3.10 ＡＬＥＲＯ千石２（千石４－３５－１３）が「文京区中高層建築物の建築に係
る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」第二条第一項
第一号において「中高層建築物」の定義に当てはまることを裏付ける庁内
文書や所管課が集めた資料（あるいは建築主等から文京区に提出された
資料）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01653 R2.3.11 R2.3.11 平成29年11月18日、収集作業中に発生した注射針刺し外傷を負った件に
関連した公務災害関係書類
・高災害認定請求書
・補足資料・回答内容
・公務災害認定通知書

写しの交付 一部公開 文京清掃事務所 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①被災職員氏
名住所、生年
月日、個人印
影、身長、体
重、顔写真、
現認職員氏
名、医師名
②法人印影

01654 R2.3.11 R2.3.25 平成30年10月28日目黒区内のスーパーマーケットにおいて同店の商品
である調味料計２点の代金を支払わず窃取した文京区職員の懲戒処分
の決裁文書一式

写しの交付 一部公開 職員課 ①個人情報（第7
条第2号）②行政
運営情報（第7条
第6号）

①被処分者の
氏名、生年月
日、所属、役
職、職歴、採
用年月日、事
故の経過、聴
取内容、処分
内容、処分理
由（根拠法令）
②措置意見に
至った理由及
び聴取内容

01655 R2.3.11 R2.3.11 平成30年10月28日目黒区内のスーパーマーケットにおいて同店の商品
である調味料計2点の代金を支払わず窃取した文京区職員が懲戒処分を
受けたことの連絡を受けた文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 区議会事務局

01656 R2.3.11 R2.3.19 指定確認検査機関が建築確認を行う際の特定行政庁との調整フローに
ついて東京都都市整備局市街地建築部から連絡を受けた文書一式
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 公開 建築指導課

01657 R2.3.11 R2.3.11 旧・紅屋印刷および旧・佐佐木ビル跡地（文京区小石川2-5）について大
型建築物等に関する協議に関する文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 都市計画課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①担当者氏名
②法人印影

01658 R2.3.11 R2.3.11 2020年4月に文京区小石川2-6に開園する保育園の周辺の文京区道の
歩行者安全対策に関する文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

01659 R2.3.12 R2.4.27 1.指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」所長、副所長の労働
基準法第108条に定められた賃金台帳（平成29年度、平成30年度）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01660 R2.3.12 R2.3.13 1.指定管理者制度に於いて人件費について計上可能な科目、費目の基
準を定めた書類一式
２．指定管理者が共同体の場合、共同体の会計に請求をして共同体会計
から支出された金額のみを収支報告書に計上出来ると定めた規定一式
３．本社経費の算出、計上方法の基準を定めた書類一式

写しの交付 非公開 契約管財課 不存在（第12条
第2項）

01661 R2.3.12 R2.3.12 文京区新型コロナウイルス化燃焼対策本部会議議事録要旨１～３回
同会議組織図　１部

写しの交付 公開 生活衛生課

01662 R2.3.13 R2.3.17 文京区小石川2-2（住居表示、いろは寿司付近）の保育所設置計画につ
いて関係機関（東京都、警察署、消防署、周辺住民等。区の内部の機関
を含む。）との協議の内容がわかるもの（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）③行政運営
情報（第7条第6
号）

①氏名、住所
②法人印影、
財務諸表、定
款③保育所認
可申請の検査
に関する情報

01663 R2.3.13 R2.2.13 住友不動産が計画する小石川４丁目マンションにおいて　大型建築物等
に関する協議にかかるすべて

写しの交付 一部公開 都市計画課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①担当者氏名
②法人印影

01664 R2.3.16 R2.3.16 東京都環境確保条例110条に基づき、適正管理化学物質を年間100kg以
上取り扱っている事業所7について、以下を確認できる資料で現時点で最
新のもの
・事業場名、所在地、工場/指定作業場の種別、業種名、作業の種類、使
用目的、取り扱っている化学物質の物質名、使用量、製造量、化学物質
排出把握管理促進法の届け出有無

写しの交付 公開 環境政策課

01665 R2.3.16 R2.5.14 建築基準法第１５条第１項の規定による「建築工事届」
（全体（第一面から第四面））
ただし、以下のアからエの全ての条件に該当するもの。
ア　建築主（第二面の１）の種別が「会社」
イ　敷地の位置（第二面の２）が、「文京区」
ウ　工事予定時期（第二面の３）の始期（一段目）が
　 「平成３０年４月１日」～「平成３１年３月３１日」
エ　利用関係（第三面の１のヘ）が「貸家」

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①個人印影②
法人印影、建
築工事費予定
額、資金、建
物の評価額

01666 R2.3.18 R2.3.23 １．「肥後細川庭園」令和元年モニタリング報告書一式
２．「目白台運動公園」令和元年モニタリング報告書一式

写しの交付 公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01667 R2.3.18 R2.4.10 １．「肥後細川庭園」平成29年度分・専用口座の写し一式
２．「肥後細川庭園」平成29年度・総勘定元帳一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①施設職員氏
名、支払い対
象者及び施設
利用者氏名②
口座番号、お
客様コード、
法人印影

01668 R2.3.18 R2.3.18 「東京ドームグループ・ミズノ共同企業体」の基本協定書（前期、今期） 写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

01669 R2.3.18 R2.3.18 区立柳町小学校等の改築工事の契約委員会の記録 写しの交付 公開 契約管財課
01670 R2.3.18 R2.4.1 令和2年4月から施行予定の「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と

調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則」における新たな規定
など改正・見直し部分のたたき台案や草案あるいは都市計画部内や住環
境課内の検討案等の文書

写しの交付 公開 住環境課

01671 取下げ
01672 R2.3.19 R2.3.24 令和元年12月14日（土）に実施された文京区立千石西保育園給食調理

業務委託の全参加者の提案書類（旺栄のぞく）
写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7条

第3号）
評価表中の選
定されなかっ
た事業者名並
びに事業者の
ノウハウに係
る情報及び内
部管理情報

01673 R2.3.23 R2.4.6 １．「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」
基本協定書に定められた「連絡調整会議」の開催日、内容の分かる書類
一式。（開園～保存年限分）
２．上記「連絡調整会議」の議事録
３．確認記録　令和２年１月～現在迄の分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01674 取下げ
01675 R2.3.23 R2.3.23 １．「肥後細川庭園」2期目公簿時の指定管理費上限額の算出方法、積算

根拠の資料一式
２．「目白台運動公園」3期目公募時の指定管理費上限額の算出方法、積
算根拠の資料一式

写しの交付 公開 みどり公園課

01676 R2.3.23 R2.3.24 コロナ対策本部会議議事録要旨第４回～６回迄 写しの交付 公開 生活衛生課
01677 R2.3.23 R2.3.23 モニタリング調査結果（シビックセンター清掃業務委託） 写しの交付 一部公開 契約管財課 個人情報（第7条

第2号）
個人名、社会
保険労務士
名、登録番号
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

01678 R2.3.25 R2.3.27 １．「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」の代表企業「一般財団法人公園
財団」の経理規程一式
２．「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」募集要項、業務要求水準書、基
本協定書に定められた、指定管理者が属する法人等の会計とは別に設
けた指定管理者施設の独自の経理規程一式。

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

01679 R2.3.25 R2.3.26 令和２年３月１１日に実施された、文京区立柳町小学校・柳町こどもの森
等改築その他電気設備工事の工事内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

01680 R2.3.27 R2.4.10 １．「肥後細川庭園」専用口座の写し
平成28年度分、平成30年度分
２．「肥後細川庭園」総勘定元帳一式
平成28年度分、平成30年度分

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①施設職員氏
名、支払い対
象者及び施設
利用者氏名②
口座番号、お
客様コード、
法人印影
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月 資料貸出
コピー
利用者

資料閲覧者
インターネッ
ト利用者

合計

4月 0 359 766 38 1,163

5月 2 348 752 46 1,148

6月 0 425 901 43 1,369

7月 0 442 903 30 1,375

8月 5 351 770 22 1,148

9月 3 392 816 32 1,243

10月 0 379 828 31 1,238

11月 0 334 799 39 1,172

12月 0 325 689 26 1,040

1月 2 356 710 25 1,093

2月 0 330 696 23 1,049

3月 0 361 824 42 1,227

計 12 4,402 9,454 397 14,265

⑶  行政情報センター利用状況（令和元年度）
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